
八か村落し親水緑道整備（その６）設計委託

志津Ⅱ－２５号線歩道部修正設計業務委託



■一般鉄道関連
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） ７号線東大前－本駒込間軌道中心間隔変更による線路計算及び構築変更設計 平成 2年度

東西線飯田橋駅及び有楽町線飯田橋駅改良工事詳細設計 平成 3年度

秋葉原駅冷房配管敷設に伴う設計工事 平成 4年度

丸ノ内線ほか１線構造物詳細設計 平成 4年度

高田馬場改良土木工事に伴う構築変更設計工事 平成 4年度

日比谷線ほか５線線路縦・断面図その他修正工事 平成 5年度

西葛西駅改良に伴う構築設計工事 平成 7年度

有楽町駅中床版開口設計工事 平成 7年度

西葛西駅改良に伴う構築設計工事 平成 7年度

西葛西駅改良に伴う構築詳細設計その２工事 平成 8年度

西葛西駅改良に伴う構築変更設計 平成 9年度

丸ノ内線国会議事堂前駅乗降場側壁ほか改良実施設計工事 平成10年度

東西線高架橋地覆部補修に伴う吊り足場その他設計工事 平成12年度

千代田線東武立体交差型隧道構築変状検討調査工事 平成12年度

千代田線東武立体交差型ずい道軌道低下工事に伴う構築検討調査工事 平成13年度

北千住駅南千住駅間－0k500m付近A線側法面調査設計業務 平成14年度
三ノ輪駅改良実施設計業務  平成19年度

江戸川橋第２技術区建物ほか１建物事務室改良その他建築実施設計業務 平成19年度

三ノ輪駅設備変更に伴う改良実施設計業務 平成20年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東葉、北習志野ＳＴ（開さく）修正設計他 平成 3年度

関東支社 東葉、海神Ｔ換気室詳細設計 平成 3年度

東葉、勝田台ＳＴ詳細設計３ 平成 3年度

常新、流山市内構造一般図修正他 平成10年度

常新、南流山Ｔ（木）詳細設計他 平成11年度

常新、木路盤修正設計他 平成13年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北北、犀潟保守基地設計 平成 6年度

東京支社 常新、綾瀬川Ｔ外４覆工鉄筋コンクリート設計 平成13年度

成田、松崎Ｔ詳細設計他 平成17年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北幹、５８６.３Ｋ付近外１開さく部設計 平成 3年度

盛岡支社 東北幹、県道櫛引上名久井三戸線付替設計 平成 4年度

東北幹、県道櫛引上名久井三戸線付替修正設計 平成 4年度

東北幹、八戸・六戸間防音壁修正設計 平成13年度

東北幹、寒水地区道水路付替設計 平成15年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北幹、浜川付近外防音壁図面作成他 平成 4年度

北陸新幹線建設局 北幹、７K９４０ｍ付近外２保守用階段設計 平成 6年度

北幹線・和田山路盤他２防音壁設計 平成 6年度

東京都　新宿区役所 高田馬場駅前広場改造設計委託 平成 3年度

高田馬場駅前広場整備設計委託 平成 8年度

東葉高速鉄道（株） 辺田前高架橋荷重増加（盛土厚）検討設計 平成 9年度

近接施工に関する設計・施工要領（案） 平成10年度

メトロ開発（株） 平成１６年度東西線仙台駅詳細設計業務委託 平成18年度

■停車場関連設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） ７号線本駒込停留場構築詳細変更設計 平成 2年度

７号線川口戸塚停車場構築基本設計 平成 4年度

７号線麻布停車場出入口３・換気塔（１）･（２）詳細設計 平成 6年度

７号線麻布停車場出入口３・換気塔（１）・（２）詳細変更設計その２ 平成 8年度

１３号線雑司ヶ谷停車場終端立坑部基本設計 平成11年度

１３号線雑司ヶ谷停車場終端立坑部基本変更設計 平成12年度

１３号線雑司ヶ谷停車場終端立坑部詳細設計その１ 平成15年度

１３号線雑司ヶ谷停車場終端立坑部詳細設計その２ 平成16年度
神楽坂駅広間２ほか改良実施設計業務 平成21年度

西船橋駅乗降場ほか改良建築実施設計業務 平成21年度

小竹向原駅ほか１建物空調更新に伴う改良実施設計業務 平成21年度

西葛西駅ほか２駅外壁改良その他建築実施設計業務 平成21年度

西葛西駅ホーム桁ペイント塗替えに伴う数量計算書作成業務（委託） 平成21年度

東京都交通局 浅草線高輪台駅改良検討委託 平成26年度

メトロ開発（株） 半蔵門線表参道駅乗降場広間天井改良実施設計業務 平成21年度

■車両基地関連設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 日比谷線ほか１線列車屋根上点検用通路設計工事 平成 2年度

千住車両基地列車屋根上点検通路設計工事 平成 4年度

深川車両基地列車屋根上点検通路設計工事 平成 5年度

綾瀬車両基地排水末端処理施設設計工事 平成 5年度

上野工事車両基地設計工事 平成 6年度

鷺沼車両基地台車塗装職場構造審査工事 平成 6年度

南北線６両編成化対応王子車両基地土木設備設計工事 平成 6年度

行徳車両基地８＃・９＃線間列車屋根上点検通路設計工事 平成 8年度

綾瀬車両基地排水設備設計工事 平成 8年度

上野車両基地整備設計工事 平成 8年度

小石川車両基地配線替え設計工事 平成 8年度

上野車両基地レール置き場改良に伴う現況調査及び設計工事 平成10年度

行徳車両基地レール置場移設に伴う調査設計その他工事 平成12年度

小石川車両基地内PRC化工事に伴う線形検討業務 平成14年度

中野車両基地変電所付近用地境界柵改良設計業務 平成14年度

行徳車両基地通路整備設計業務 平成14年度



■車両基地関連設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 上野車両基地既設ブロック塀改良に伴う検討・詳細設計業務 平成14年度

行徳車両基地排水設備廃止に伴う調査設計業務 平成15年度

深川車両基地車体工場屋根改良建築実施 平成17年度
上野車両基地西側コンクリート塀改良実施設計 平成19年度

丸ノ内線小石川車両基地防音壁設置及びフェンス設置に伴う調査・詳細設計業務 平成19年度

竹ノ塚車両基地検査庫ほか改良その他建築実施業務 平成18年度

小石川車両基地高欄、歩行通路及び昇降台改良に伴う調査・検討・設計 平成22年度

行徳車両基地内排水除害設備撤去に伴う詳細設計検討業務 平成22年度

東葉高速鉄道（株） 車庫・車庫線構造物標設計 平成 7年度

■地下鉄付帯設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 葛西駅外２駅エスカレーター設置に伴う設計工事 平成 3年度

霞ケ関駅（丸）ほか７駅エスカレーター設置に伴う構築設計工事 平成 3年度

７号線本駒込停車場エレベーター搭の本線取付部詳細変更設計 平成 3年度

７号線本駒込停車場エレベーター昇降路詳細設計 平成 3年度

新橋駅他２３駅エスカレーター設置に伴う調査検討計画工事 平成 4年度

丸ノ内線銀座線ほか５駅エスカレーター設置に伴う構築変更設計工事 平成 4年度

市ケ谷駅冷房配管敷設に伴う測量設計その他工事 平成 4年度

銀座線ほか３線連結送水管設置工事 平成 5年度

東西線飯田橋駅エスカレーター設置に伴う構築設計その他工事 平成 5年度

総理大臣官邸整備地区４，９号線柵内補強工事に伴う千代田線国会議事堂前駅汚水漕及び既設階段変更詳細設計平成 5年度

７号線後楽園シールドトンネル１０Ｋ１８６ｍ付近溜ます詳細設計 平成 5年度

小竹向原駅ほか20駅エレベーター整備計画に伴う調査検討 平成 6年度

東西線飯田橋駅空調機械室設置に伴う既設構築穴明け検討設計その他工事 平成 6年度

銀座線溜池一工区その２工事に伴う下水渠復旧詳細工事 平成 6年度

小竹向原駅エレベーター・綾瀬駅エスカレーター整備に伴う構築設計工事 平成 6年度

有楽町線飯田橋駅５－８通路拡幅及び定期券発売所移設に伴う詳細設計その他工事 平成 7年度

エスカレーター整備候補５６駅検討計画工事 平成 8年度

７号線南麻布工区インバート内人孔詳細設計 平成 8年度

丸の内線大手町駅及び荻窪駅エスカレーター設置に伴う構築設計工事 平成 9年度

７号線溜池防火水槽構造設計 平成 9年度

荻窪駅エスカレーター設置に伴う構築設計一部追加工事 平成 9年度

赤坂見附駅他エスカレーター設置検討工事 平成 9年度

有楽町線飯田橋駅５－８通路エスカレーター設置に伴う構築変更設計工事 平成 9年度

西葛西駅エスカレーター増設に伴う構築変更設計 平成10年度

小竹向原駅エレベーター設置に伴う構築設計一部変更工事 平成10年度

東京駅他１駅昇降機設置に伴う構築設計その他工事 平成10年度

赤坂見附駅非常出口等改良に伴う現況調査及び設計工事 平成10年度

丸の内線池袋駅他１駅昇降機設置に伴う検討設計工事 平成13年度

東西線高田馬場ポンプ室付近地上部排水ルート調査 平成14年度

秋葉原駅昇降機設置に伴う検討設計業務 平成14年度

西船橋駅昇降機設置に伴う土木・建築設計その２業務 平成14年度

西船橋駅昇降機設置に伴う土木・建築変更設計業務 平成14年度

銀座線溜池山王駅構内クレ－ン設置設計作業 平成14年度

秋葉原駅昇降機設置に伴う構築設計業務 平成14年度

月島駅エレベーター設置検討設計業務 平成16年度

月島駅エレベーター設置に伴う土木･建築設計業務 平成16年度

東陽町駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成17年度

落合駅軌道内側壁改良実施設計業務 平成17年度
東陽町駅エレベーター設置に伴う建築その２設計業務 平成18年度

三ノ輪駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成19年度

淡路町駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成19年度

三ノ輪駅Ｂ線側地上エレベーター設置に伴う土木検討設計業務 平成20年度

日比谷線三ノ輪駅エレベーター設置に伴う土木変更設計業務 平成21年度

淡路町駅エレベーター設置に伴う建築実施設計業務 平成21年度

東京都交通局 都営新宿線西大島駅エレベーター設置構造設計 平成15年度
浅草線東銀座駅エレベーター設置ほか土木・建築構造設計委託 平成19年度

泉岳寺駅エレベーター及び板橋区役所前駅非常出口設置設計委託 平成20年度

浅草線蔵前駅エレベーター設置土木・建築構造設計委託 平成20年度

三田線新板橋駅エレベーター設置土木・建築その他設計委託 平成20年度

浅草線本所吾妻橋駅北行線エレベーター設置土木・建築その他設計委託 平成23年度

浅草線浅草橋駅ほか２駅エスカレーター設置土木・建築その他設計委託 平成23年度

浅草線浅草橋駅ほか１駅エスカレーター設置土木・建築その他設計委託 平成25年度

（株）日建設計 ＩＨＩ豊洲ビル新築工事に関する敷地外地下鉄接続工事等 平成 2年度

（株）総合設備ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 木場駅空調設備設計工事 平成 9年度

（株）三菱地所設計 丸の内一丁目地区冷暖房施設（仮称）第3プラント 平成13年度

丸ノ内再開発に係わる調査企画及び技術協力業務 平成15年度

千代田歩行者専用道第５号線詳細設計業務 平成16年度

丸の内駐車場再整備計画設計監理業務 平成16年度
ＫＳ計画設計監理業務 平成21年度

（仮称）ＫＳ計画新築工事設計監理業務 平成22年度

大手町１－１計画Ｂ棟／地下通路設計工事監理及び開発行為対応業務 平成26年度

常盤橋街区再整備に係る基本設計業務 平成26年度

（仮称）有楽町二丁目開発計画　地下接続設計業務 平成27年度

近鉄博多ビル計画基本設計業務（博多駅地下接続検討） 平成27年度

清水建設（株） 丸の内線・新宿伊勢丹ビル連絡通路昇降機 平成14年度

東葉高速鉄道（株） 東葉勝田台駅エスカレーター設置に伴う土木・建築設計工事 平成20年度

東葉勝田台駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計工事 平成21年度

飯山満駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成21年度

東海神駅エレベーター設置に伴う土木・建築実施設計業務 平成25年度



■地下鉄付帯設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

（株）復建エンジニヤリング 浅草線蔵前駅EV設置に伴う土木・建築工事修正設計 平成21年度

浅草線泉岳寺駅ＥＶ設置工事に伴う耐震検討 平成21年度

浅草線東銀座駅ＥＶ設置に伴う建築工事修正設計 平成21年度

東銀座駅ＥＶ設置土木工事図面修正設計 平成21年度

浅草線東銀座駅ＥＶ設置に伴う建築工事構造設計 平成21年度

パシフィックコンサルタンツ（株） 三田線新板橋駅ＥＶ設置本体修正設計補助 平成22年度

三田線新板橋駅ＥＶ設置仮設修正設計補助 平成22年度

メトロ開発（株） 東海神駅エレベーター設置に伴う基本設計業務 平成21年度

（株）東急設計コンサルタント 東京メトロ深川車庫設計 平成25年度
（株）メトロレールファシリティーズ 日比谷線千住車両基地ほか支障物処理調査設計業務 平成26年度

■地下鉄出入口設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） ７号線本駒込駅出入口（１）・換気搭（１）詳細設計（その１） 平成 2年度

７号線本駒込駅出入口（１）、換気搭（１）詳細設計（その２） 平成 2年度

四谷三丁目駅消防庁四谷消防合同庁舎連絡出入口新設その他構築設計工事 平成 3年度

四谷三丁目駅消防庁四谷消防合同庁舎連絡出入口新設その他構築設計工事 平成 3年度

丸ノ内線池袋駅東口連絡その他改良構築設計工事 平成 4年度

７号線市ケ谷停車場出入口（２）その他詳細設計 平成 4年度

７号線麻布停車場出入口３・換気搭１・２基本設計 平成 4年度

７号線本駒込停車場出入口（２）・換気搭（２）詳細設計 平成 4年度

丸ノ内線池袋東口連絡通路その他改良構築設計その他工事 平成 5年度

７号線東大前停車場１１K.．９９０M付近地下２階汚水ポンプ室設計 平成 5年度

７号線市ヶ谷停車場８K.．１２０M付近地下１階汚水槽その他詳細設計 平成 5年度

７号線四ツ谷停車場出入口（１）その他詳細設計 平成 5年度

７号線麻布停車場出入口３・換気口１・２基本変更設計 平成 5年度

池袋駅（丸）東口通路他改良実施設計工事 平成 7年度

7号線麻布停車場出入口3、換気塔(1)､(2)詳細変更設計 平成 7年度

７号線清正公前停車場出入口（３）換気口（５）（６）詳細設計 平成 9年度

護国寺駅出入口３ほか新設実施設計工事 平成11年度

神田駅JR連絡口改良に伴う詳細設計業務 平成15年度
１３号線雑司ケ谷停車場出入口（２）基本・詳細設計 平成18年度

１３号線雑司ケ谷停車場出入口（２）詳細変更設計 平成18年度

広尾駅出入口（川嶋ビル口）昇降機設置に伴う土木・建築検討設計業務 平成18年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北幹、１７Ｋ０４６ｍ付近保守用階段設計 平成 5年度

北陸新幹線建設局

東京都　交通局 板橋本町駅他出入口改修に関する概略設計委託 平成 3年度

東京都　主税局 東京都豊島合同庁舎地下鉄連絡通路建設工事基本設計業務委託 平成 7年度
メトロ開発（株） 入谷駅出入口新設その他詳細設計業務 平成19年度

入谷駅出入口新設その他詳細設計業務その２ 平成19年度

（株）松田平田設計　 中央合同庁舎第１号館本館改修実施設計業務（丸の内線霞ヶ関駅Ａ5出入口改修設計） 平成21年度

（株）大林組 東西線大手町駅パレスホテル建替計画連絡出入口新設工事 平成22年度

■地下鉄換気口設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） ７号線本駒込駅換気口詳細設計 平成 2年度

７号線東大前駅換気口詳細設計 平成 2年度

７号線四ツ谷駅換気搭（１）（２）詳細設計 平成 3年度

７号線飯田橋停車場換気口(NO.１)･(NO.２)詳細変更設計 平成 3年度

７号線四谷停車場換気口（１）詳細設計 平成 3年度

７号線飯田橋停車場換気搭（１）詳細設計 平成 3年度

７号線市ケ谷停車場換気口（２）（３）詳細設計 平成 4年度

都道外堀通り拡幅による丸ノ内線NO.100換気口移設その他に伴う構築設計工事 平成 5年度

新宿地下道新設に伴う丸の内線NO.２０４換気口移設設計工事 平成 7年度

明治通り拡幅に伴う日比谷線NO.１９２換気口他２ヶ所改良設計 平成 7年度

日比谷線霞ヶ関駅構内換気口NO.１２６ほか１箇所改良設計工事 平成 8年度

新宿地下歩道新設に伴う丸ノ内線NO.204換気口移設設計その２工事 平成11年度

環状８号線街路整備事業に伴う赤羽岩淵駅換気口NO.2移設設計工事 平成11年度

目白通り拡幅に伴う東西線NO.78～NO.82換気口改良設計工事 平成11年度

目白通り拡幅に伴う東西線NO.81及びNO.82換気口改良設計一部変更工事 平成12年度

新宿地下歩道建設に伴う丸ノ内線NO.204換気口移設変更設計工事 平成12年度

目白通り拡幅に伴うNO.81・NO.82換気口一部変更設計工事 平成13年度

南北線飯田橋駅喚気室間仕切壁改良実施設計業務 平成14年度

目白通り拡幅に伴う東西線No.79換気口改良設計一部変更業務 平成16年度

四谷三丁目駅排煙ダクト新設に伴う詳細設計業務 平成17年度

四谷三丁目駅排煙ダクト新設に伴う詳細設計業務その２ 平成17年度
目白通り拡幅に伴う東西線ＮＯ．７８換気口改良設計一部変更業務   平成19年度

丸ノ内線Ｎｏ．２０７換気口撤去詳細設計業務 平成21年度

参議院新議員会館建設に伴う有楽町線ほか１線換気塔改良設計 平成22年度

メトロ開発（株） 銀座線銀座駅他５駅火災対策設備設置に伴う検討設計業務 平成16年度

丸ノ内線国会議事堂前駅ほか４駅火災対策設備設置に伴う検討設計業務 平成17年度

東京都　交通局 西巣鴨駅～新橋駅間通風口移設設計委託 平成 2年度

西巣鴨駅～新板橋駅間通風口移設設計委託（その２） 平成 3年度

西巣鴨駅－新橋駅間通風口移設設計（その３） 平成 4年度

都営三田線通風口(６１３１号及び６１３２号）移設設計委託 平成 6年度

（株）久米設計 丸ノ内線霞ヶ関駅中央合同庁舎第２号館建築工事に伴う地下鉄丸ノ内線換気口移設設計 平成11年度

（株）メトロレールファシリティーズ 換気口・換気塔及び高架橋等現況調査工事 平成21年度

（株）三菱地所設計 衆議院新議員会館建設に伴う丸ノ内線ほか１線換気塔改良設計業務 平成22年度

中野学園 東京地下鉄東西線Ｎｏ．7換気口移設工事 平成24年度

東京地下鉄東西線Ｎｏ78換気口移設変更設計 平成24年度



■鉄道橋・高架橋
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 南砂町駅、西葛西駅間軟弱地盤型高架橋詳細調査工事 平成 5年度

高架橋耐震補強設計図作成工事 平成 7年度

東西線船橋地区２８Ｋ３８０～３０Ｋ６２０間高架橋柱耐震補強設計工事 平成 8年度

千代田線綾瀬地区１Ｋ９６０Ｍ～１Ｋ０２５Ｍ間高架橋柱耐震補強設計工事 平成 8年度

千代田線綾瀬駅信号器室他一箇所高架橋柱耐震補強設計工事 平成10年度

綾瀬駅ほか４箇所高架橋柱耐震補強設計工事 平成10年度

代々木技術区ほか１箇所高架橋耐震補強設計工事 平成12年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 常新、木路盤外詳細設計他 平成12年度

関東支社
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 成田高速線、志茂高架橋詳細設計     平成18年度

東京支社

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北幹・前和田ＢＬ他設計 平成 2年度

高崎支社

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北幹、大沼BV外修正設計 平成 4年度

北陸新幹線建設局 北幹、第一浜川ＢＬ設計他 平成 4年度

北幹、第１浜川ＢＬ修正設計他 平成 5年度

第一浜川ＢＬ（斜路）修正設計 平成 5年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 北陸幹、田屋ＢＶ外３詳細設計他(イ） 平成 8年度

北陸新幹線建設第二局 北陸幹、田屋ＢＶ外３詳細設計他（ロ） 平成 9年度

北陸幹、田屋地区斜路設計他 平成10年度

北陸幹（糸・魚）、新親不知Ｔ出口設計 平成12年度
北陸幹（黒・冨）、水橋新堀ＢＬ詳細設計他 平成18年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東北幹、法師岡Ｂo外１詳細設計 平成 9年度

盛岡支社 東北幹、522K6～533K3高架橋排水設計他 平成12年度

神奈川県　横浜市交通局 高速鉄道４号線センター北駅高架橋・センター南駅高架橋詳細設計 平成13年度

高速鉄道４号線センタ－北駅高架橋・センタ－南駅高架橋詳細設計その２ 平成15年度
通信土木コンサルタント（株） 高架橋梁架け替え設計業務 平成18年度

青森「田茂萢沢橋」専用橋補強設計業務 平成19年度

岩手／新館橋下部工照査 平成19年度

日本シビックコンサルタント（株） 平成１８年度橋りょう耐震補強実施設計業務委託（その５） 平成18年度

東葉高速鉄道（株） 仲木戸第２高架橋荷重検討 平成19年度

■重要構造物近接協議
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 銀座線他２線構築物影響検討調査 平成 4年度

丸の内線ほか２線構造物影響検討工事 平成 5年度

秋葉原駅昇降機設置に伴うJR総武線影響解析設計業務 平成15年度

（株）日建設計 日本生命／丸の内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＡ棟営団近接協議 平成12年度

日本生命／丸の内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄＡ棟営団近接協議 平成12年度

三菱地所（株） Ｋ計画Ａ街区近隣施工協議（営団東西線・ＪＲ東京駅） 平成12年度

Ｋ計画地下接続設計・協議（営団東西線） 平成12年度

（株）三菱地所設計 丸の内駅前広場整備事業第一期工事設計監理他業務 平成13年度

ＤＨＣ熱供給管洞道設計 平成13年度

Ｍ６プロジェクトその２ 平成12年度

清水建設（株） 丸の内D棟近接協議に伴うFEM解析設計 平成13年度
メトロ開発（株） 地下鉄構築物の改良に伴う技術的検討その他業務委託（平成１８年度） 平成18年度

東葉高速鉄道（株） 北習志野駅前広場ペデストリアンデッキ（Ａ区間）近接協議照査業務 平成23年度

（仮称）勝田台駅前共同住宅新築工事近接施工協議照査業務 平成23年度



■道路及び付属物設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　大宮国道事務所 神流川橋取付道路その他業務委託 平成 3年度

横断管外設計業務委託 平成 6年度

１６号入間狭山拡幅道路詳細設計修正業務委託 平成13年度

道路構造物設計６Ｆ１２ 平成 6年度

道路構造物設計７Ｆ１６ 平成 7年度

国土交通省　常陸河川国道事務所 管内設計資料作成その１業務委託 平成 6年度

管内横断施設概略検討業務委託 平成 7年度

国土交通省　甲府河川国道事務所 箱原洞門詳細設計業務委託 平成 4年度

国土交通省　長野国道事務所 長野南バイパス構造物設計（その２）業務委託 平成 5年度

坂城更埴バイパス排水施設等詳細設計業務委託 平成12年度

Ｈ１６交安関係詳細設計業務 平成16年度

Ｈ１７管内歩道補修設計業務委託      平成17年度

国土交通省　横浜国道事務所 山北防災設計業務委託 平成 7年度

首都高速道路（株）　東京建設局 ＳＪ１２工区換気所接続部実施設計 平成13年度

OE26工区～OE29工区トンネル調整層等資料作成 平成14年度

東京都　財務局 ３Ａ－１０六月一丁目第四道路および外構整備設計 平成 3年度

東京都　建設局　第一建設事務所 道路詳細設計及び電線共同溝予備設計（補助第４号線） 平成22年度

東京都　建設局　第二建設事務所 補助第２６号線（戸越）道路詳細設計 平成 2年度

補助第２８号線（池上）道路詳細設計 平成 3年度

道路基本計画（補助４６小山台、補助２８東大井） 平成 5年度

補助２６号線（戸越）道路排水施設詳細設計 平成 6年度

補助第２８号線（池上）道路排水施設詳細設計 平成 6年度

補助第２８号線交差点設計（池上） 平成 7年度

補助第２８号線（東大井）道路詳細設計及び電線共同溝詳細設計 平成 8年度

補助第２８号線（池上）道路補足設計 平成12年度

補助第２８号線（池上）道路補足設計（その２） 平成16年度

道路施設（組立歩道)改修設計 平成17年度

東京都　建設局　第三建設事務所 道路･電線共同溝修正設計（１６三－放６成子） 平成16年度
道路詳細修正設計（１９三－放６成子）                  平成19年度

道路詳細修正設計（２０三－放６成子） 平成20年度

東京都　建設局　第五建設事務所 道路詳細設計（５－１） 平成 3年度

縦断設計（補助第１２０･１３６号線） 平成 4年度

道路構造物設計（５－１） 平成 5年度

道路構造物設計（５－１） 平成 6年度

道路構造物設計（５－１） 平成 7年度

道路構造物設計（５－３） 平成 9年度
道路施設補修設計（五の１） 平成21年度

路面補修工事に伴う道路詳細設計（５の１） 平成24年度

道路詳細設計（２６五の２） 平成26年度

東京都　建設局　第六建設事務所 道路詳細設計（６－２） 平成 3年度

新型遮音設置工事設計委託 平成 9年度

道路詳細設計（６の１） 平成22年度

東京都　建設局　第七建設事務所 歩道整備設計 平成 3年度

東京都　建設局　西多摩建設事務所 交差点詳細設計委託（小川地区） 平成 6年度

道路詳細設計委託（小川地区車両停車帯） 平成 7年度

すいすいらんど小川交差点道路詳細設計 平成 8年度

東京都　建設局　南多摩東部建設事務所 道路詳細設計（南東－自転車歩行者道） 平成14年度

道路修正設計（南東－すいすい木曽） 平成16年度

東京都　建設局　モノレール建設事務所 道路詳細設計（その７－２） 平成10年度
東京都　都市整備局　第一区画整理事務所 道路詳細設計（１９豊－５）                                    平成19年度

道路詳細設計（２２豊－１） 平成22年度
東京都　都市整備局　第二区画整理事務所 汐留地区昭和通り歩道詳細設計及び道路補修設計 平成20年度

汐留地区昭和通り交差点詳細設計 平成20年度

田端二丁目付近　道路・整地・下水道詳細設計 平成21年度

田端地区宅地擁壁補足設計 平成23年度

汐留地区交差点補修設計 平成23年度

汐留地区引継補修設計 平成23年度

六町地区道路補修設計 平成24年度

擁壁詳細修正設計及び道路詳細修正設計（田端地区） 平成25年度

東京都　港湾局　東京港建設事務所 平成２５年度有明北地区雨水排水管撤去設計 平成25年度

平成２５年度有明北地区区画道路詳細設計 平成25年度

東京都　足立区役所 道路設計委託 平成 2年度

道路設計委託（足立区谷中） 平成 2年度

道路設計委託 平成 3年度

八か村落し親水緑道整備（その６）設計委託 平成 3年度

道路設計委託 平成 4年度

道路設計委託 平成 4年度

道路設計委託 平成 5年度

都市計画道路２５１号線道路設計委託 平成 7年度
道路設計委託（西部委託第１４号） 平成19年度

加平移送所代替施設整備設計委託（街路課委託９号） 平成20年度

佐野六木地区区画道路・下水道実施設計委託（六木ー１２） 平成26年度

東京都　大田区役所 道路改修工事設計委託［歩道カラー化舗装中心核（ふれあい道路）］ 平成 2年度

道路局所改修工事設計委託 平成 8年度

東京都　葛飾区役所 主要生活道路等設計委託 平成21年度

南水元土地区画整理事業実施設計委託 平成25年度

東立石四丁目主要生活道路実施設計委託 平成27年度

千葉県 東部第二幹線設計委託（その１） 平成 2年度

千葉県　葛南土木事務所 緊急地方道路整備委託（完成図書作成） 平成14年度

千葉県　千葉土木事務所 県単道路改良（幹線道路網整備）委託 平成 3年度



■道路及び付属物設計
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

千葉県　千葉市役所 国道１４号歩道詳細設計業務委託 平成10年度

幕張３号線他１歩道詳細設計業務委託 平成11年度
ＪＲ誉田駅南口駅前広場予備修正設計業務委託 平成21年度

千葉県　柏市役所 吉野沢高野台線（高野台地点）道路詳細設計委託 平成11年度

柏市字東先道路実施設計委託 平成12年度

進入路詳細設計委託 平成14年度

道路概略設計等業務委託（柏公園入口～大井） 平成17年度
①新市建設計画道路設計委託（大井－大津ヶ丘） 平成19年度

千葉県　柏市役所 ①新市建設計画横断歩道橋設計委託（柏公園入口） 平成19年度

市立柏高校隣接地擁壁詳細設計委託 平成21年度

①新市建設計画道路詳細設計委託（大井その２） 平成22年度
市川大野駅周辺整備委託（擁壁予備設計) 平成19年度

市川大野駅周辺整備委託（道路等詳細設計） 平成19年度

人にやさしい道づくり歩道設計委託（その２） 平成20年度

千葉県　我孫子市役所 高野山交差点改良設計業務委託 平成23年度

茨城県　取手市役所 ７単市委第３－１号国道線交差点改善概略設計業務委託 平成 7年度

栃木県　足利土木事務所 トレース等委託（ふるさとづくり）事業・街路） 平成 6年度

譲原建設（株） 山北防災工事関連、東京電力（株）既設水路トンネルに伴う、砂防工・落石防止柵工設計 平成 9年度

山北防災工事関連追加設計 平成10年度

鴻巣舗装修繕その２工事に伴う横断函渠設計 平成11年度

（株）日本パブリック 道路詳細設計 平成11年度
（株）フジ技研 平成２０年度国補総合流域防災事業に伴う測量・設計業務委託（長野県佐久穂町概略設計） 平成20年度

平成２０年度県単調査（道路改良）事業に伴う設計業務委託（長野県松本他道路予備設計） 平成20年度

（株）アルク綜合設計 千葉県市川市市道１１６８号線道路詳細設計業務委託 平成23年度

■共同溝
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　横浜国道事務所 保土ヶ谷共同溝その他設計業務委託 平成 2年度

子安共同溝詳細設計その他業務委託 平成 5年度

子安共同溝実施設計業務委託 平成 9年度

子安共同溝修正設計業務委託 平成11年度

国土交通省　相武国道事務所 調布共同溝詳細設計業務 平成 2年度

調布共同溝設計その他業務 平成 3年度

調布共同溝実施設計 平成 4年度

調布共同溝実施８Ｄ６ 平成 8年度

調布・府中共同溝詳細１０Ｆ２１ 平成10年度

調布府中共同溝実施１１Ｆ２９ 平成11年度

国土交通省　川崎国道事務所 川崎縦貫共同溝詳細設計（その１）業務委託 平成 3年度

川崎縦貫共同溝予備設計業務委託 平成 4年度

旭町地区共同溝構造検討業務委託 平成 5年度

国土交通省　東京国道事務所 亀戸ー小松川共同溝設計業務委託 平成 4年度

麻布共同溝Ⅱ期詳細設計その他業務委託 平成 6年度

平成１５年度霞ヶ関共同溝他設計業務委託    平成15年度

国土交通省　首都国道事務所 平成１０年共同溝基本計画検討業務 平成11年度

平成１１年度外かん共同溝設計業務 平成12年度

東京電力（株） 国４下谷南千住共同溝工事のうち環３分岐・分線設計委託 平成 2年度

国２０･調布（その２）共同溝工事のうち分岐洞道設計委託 平成 6年度

国２０調布（その２）共同溝工事のうち分岐洞道(NO.1)設計委託 平成 7年度

国４０９川崎縦貫共同溝のうち浮島橋付近設計業務委託 平成 7年度

国１麻布（その２）共同溝のうちＥ－８分岐延伸工事に伴う設計業務委託 平成10年度

国１麻布（その２）共同溝工事に伴う分岐立坑(E-7)設計業務委託 平成10年度

国２０調布・府中共同溝工事のうちＥ－１分岐設計業務委託 平成13年度

株木建設（株） 本郷－大塚共同溝（その７）工事 平成 5年度

（株）大林組 川縦共同溝（その３）工事 平成 6年度

大林ＪＶ 川崎共同溝その３追加 平成 6年度

川縦（その３）工事変更その２ 平成 7年度

川縦（その３）工事変更その３ 平成 7年度

西松建設（株） 虎ノ門立坑工事 平成 8年度

日本コムシス（株） 川縦共同溝ＮＴＴ管路分岐に伴うＳＭＷ芯材削孔の補強検討 平成 9年度

鹿島・東洋特定建設工事共同企業体 麻布共同溝Ⅱ期（その１）工事 平成11年度

東電地中送変電建設ｾﾝﾀｰ 国２０調布府中共同溝工事に伴うNo.8立坑分岐部変更 平成12年度

飛島建設（株） 小松川共同溝Ⅱ期工事立坑詳細設計 平成15年度

奥多摩建設工業（株） 調布府中共同溝（その３）工事 平成16年度

■トンネル
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　相武国道事務所 さがみ縦貫道路愛川トンネル修正設計１５Ｇ１８ 平成15年度

■電線共同溝・情報BOX
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　東京国道事務所 キャブ（その１４）設計業務委託 平成 2年度

キャブ（その１７）設計業務委託 平成 3年度

電線共同溝（その２）設計業務委託 平成 7年度

平成14年度管内共同溝基本計画検討業務委託 平成14年度

国土交通省　千葉国道事務所 柏キャブ詳細設計業務委託 平成 3年度

成田電線共同溝詳細設計業務委託 平成 9年度

国土交通省　相武国道事務所 大横町キャブ詳細設計 平成 5年度

並木町電線共同溝詳細設計１１Ｊ５ 平成11年度



■電線共同溝・情報BOX
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　宇都宮国道事務所 今泉キャブ詳細設計業務委託 平成 5年度

今泉電線共同溝詳細設計業務委託 平成 7年度

小山市神山電線共同溝その２詳細設計 平成11年度

国土交通省　横浜国道事務所 平塚ＣＡＢ詳細設計業務委託 平成 5年度

平塚電線共同溝設計業務委託 平成 8年度
Ｈ１７落合・串橋電線共同溝詳細設計業務 平成18年度

国土交通省　大宮国道事務所 辻白幡電線共同溝設計業務委託 平成 8年度

与野･大宮電線共同溝詳細設計業務委託 平成10年度

１６号入間狭山拡幅道路詳細設計修正業務委託 平成14年度

国土交通省　常陸河川国道事務所 Ｈ１２管内電線共同溝詳細設計その１業務委託 平成12年度

Ｈ１３管内電線共同溝設計業務委託 平成13年度

国土交通省　長野国道事務所 平成１２年度管内電線共同溝予備設計業務委託 平成12年度

国土交通省　長野国道事務所 上諏訪電線共同溝他詳細設計業務委託 平成15年度

国土交通省　川崎国道事務所 荏田電線共同溝詳細設計業務委託 平成12年度

町田地区電線共同溝予備設計業務   平成17年度

平成14年度高谷地区情報BOX設計業務 平成14年度

東京都　建設局 東京都電線共同溝整備マニュアル改訂及び調査検討業務 平成25年度

東京都　建設局　第一建設事務所 キャブ詳細設計（１－５） 平成 2年度

キャブ詳細設計（１－２） 平成 3年度

補助第４号線道路補足設計及び電線共同溝詳細設計 平成23年度

東京都　建設局　第二建設事務所 キャブ詳細設計（海岸通り） 平成 2年度

地形測量及びキャブ概略設計（海岸三） 平成 2年度

キャブ詳細設計（海岸通り） 平成 5年度

補助第２８号線（東大井）電線共同溝補足設計及び道路補足設計 平成11年度

中原街道電線共同溝詳細修正設計（１０工区） 平成24年度

東京都　建設局　第三建設事務所 道路・電線共同溝詳細設計（１５－放６北新宿） 平成15年度

道路・電線共同溝修正設計（１７三－放６成子） 平成17年度
道路・電線共同溝詳細修正設計（１８三－放６成子） 平成18年度

東京都　建設局　第五建設事務所 電線共同溝予備設計（２７五－２・環七江戸川中） 平成27年度

東京都　建設局　第六建設事務所 補助第１１８号線（小台）電線共同溝予備設計 平成27年度

東京都　建設局　北多摩北部建設事務所 電線共同溝予備設計（道一本町） 平成12年度

道路詳細及び電線共同溝詳細設計（１３道一本町） 平成13年度

東京都　都市整備局　第一区画整理事務所 電線共同溝詳細設計（２５瑞西－２） 平成25年度

東京都　都市整備局　第二区画整理事務所 電線共同溝詳細補足設計（鐘ヶ淵地区） 平成25年度

道路及び電線共同溝詳細補足設計（２６鐘－１） 平成26年度

東京都　港湾局　東京港建設事務所 平成２４年度有明北地区区画道路電線共同溝接続部及びその他設計 平成24年度

平成２６年度有明北地区電線共同溝補足設計 平成26年度

（公財）東京都道路整備保全公社 電線共同溝詳細設計及び試掘調査（２６都道４７５－東陽Ⅱ） 平成26年度

電線共同溝詳細設計及び試掘調査（２６都道３１８－中央本町） 平成27年度

東京都　府中市役所 都市計画道路７・５・１号外１路線電線類地中化設計委託 平成16年度

都市計画道路３・４・１３号電線類地中化設計及び実施設計委託 平成17年度

競馬場正門通り電線類地中化設計委託 平成23年度
東京都　立川市役所 電線共同溝実施設計委託（市道南３０５号線、市道南５０７・５０８号線） 平成20年度

電線共同溝実施設計委託（立川市道南３０３号線） 平成21年度

東京都　世田谷区役所 世田谷区画街路８号線電線共同溝設計委託 平成21年度

千葉県 県単道路調査委託（共同溝の計画策定調査）　 平成 8年度

千葉県電線類地中化協議会幹事会資料作成業務 平成10年度

電線類地中化整備委託 平成11年度
県単電線類地中化整備委託（実施可能箇所調査及び協議会等運営） 平成20年度

千葉県　千葉土木事務所 県単道路調査委託（キャブマニュアル案作成） 平成 2年度

県単道路調査委託（キャブ予備設計） 平成 2年度

県単道路改良（幹線）委託、（キャブ設計） 平成 3年度

千葉県　葛南土木事務所 県単道路調査委託 平成 4年度

道路特殊改良（埋設物調査及びキャブ予備設計）委託 平成 5年度

県単道路調査委託 平成 6年度

道路特殊改良第１種（キャブ詳細設計業務）委託 平成 6年度

電線共同溝基本構想策定業務委託 平成 8年度

電線類地下化整備委託（詳細設計） 平成 8年度

県単電線類地中化整備委託（電線共同溝詳細設計） 平成 8年度

県単電線類地中化整備委託（道路設計） 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託（整備計画策定） 平成11年度

県単電線類地中化整備委託（CCBOX詳細設計その１）） 平成11年度

電線共同溝整備委託 平成12年度

県単電線類地中化整備委託（浦安市） 平成12年度

県単電線類地中化整備委託（市川市） 平成12年度

緊急地方道路整備委託（電線共同溝修景設計） 平成13年度

電線共同溝整備委託（完成図書作成） 平成14年度

千葉県　君津土木事務所 県単道路調査委託 平成 5年度

県単道路調査（キャブ予備設計）委託 平成 6年度

県単舗装道路修繕（電線共同溝詳細設計）委託 平成 7年度

県単電線類地中化整備（付帯施設設計）委託　 平成 8年度

県単電線類地中化整備委託（電線共同溝整備計算書作成）委託 平成 9年度

千葉県　東葛土木事務所 県単電線類地中化整備委託（地下埋設物移設検討） 平成 8年度

県単電線類地中化整備委託（歩道詳細設計） 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託（歩道詳細設計） 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託（共架型照明灯詳細設計） 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託（電線共同溝詳細設計） 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託 平成 9年度

県単電線類地中化整備委託（整備計画作成） 平成10年度

県単電線類地中化整備及び県単道路管理合併委託（電線共同溝修正設計） 平成10年度



■電線共同溝・情報BOX
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

千葉県　東葛土木事務所 県単電線類地中化整備委託（整備計画作成） 平成10年度

県単電線類地中化整備（設計）委託 平成10年度

電線共同溝整備（設計） 平成12年度

電線類地中化委託（管理図作成） 平成14年度

緊急地方道路整備（電線共同溝）委託（予備設計）  平成16年度

地方道路交付金委託（電線共同溝詳細設計） 平成17年度

県単電線類地中化整備委託(整備計画書作成) 平成17年度

千葉県　長生土木事務所 県単電線類地中化整備委託（整備計画策定） 平成 9年度

県単電線類地中化委託 平成14年度

県単電線類地中化委託（歩道詳細設計） 平成14年度

県単電線類地中化整備委託(修正設計) 平成16年度
県単電線類地中化整備委託（整備計画策定) 平成19年度

電線共同溝整備委託 平成20年度

千葉県　安房土木事務所 県単電線類地中化整備委託（白浜・詳細設計） 平成21年度

県単電線類地中化整備委託（白浜・整備計画書作成） 平成23年度

千葉県　千葉市役所 千葉大網線キャブ詳細設計業務委託 平成 5年度

キャブ詳細設計業務委託 平成 5年度

（国）１４号線類地中化予備設計業務委託 平成 6年度

一般国道１４号電線共同溝（登戸工区）詳細設計業務委託 平成 8年度

幕張町３号線電線共同溝予備設計業務委託 平成 8年度

電線共同溝設計業務委託 平成 8年度

幕張町３号線他１電線共同溝詳細設計業務委託 平成 9年度

（国）１４号電線共同溝詳細設計業務委託 平成 9年度

千葉県　千葉市役所 (一）稲毛停車場穴川線（３工区）電線共同溝詳細設計業務委託 平成13年度

(一）稲毛停車場穴川線（園生地区）他1地区電線共同溝修正設計業務委託 平成15年度

西千葉駅稲荷町線(弥生地区)電線共同溝詳細設計業務委託 平成16年度
幕張町弁天町線（瑞穂橋）電線共同溝修正設計業務委託 平成18年度

稲毛停車場穴川線（園生町地区）電線共同溝管理台帳作成業務委託 平成19年度

電線共同溝マニュアル作成業務委託 平成20年度

千葉県　柏市役所 柏六丁目先電線共同溝予備設計委託 平成10年度

柏三丁目先電線共同溝事前調査委託 平成12年度

吉野沢高野台線（吉野沢地先）道路詳細設計委託 平成14年度

吉野沢高野台線（吉野沢地先）修正設計委託 平成15年度

吉野沢高野台線（豊平町地先）修正設計 平成15年度
元町通り・中通り線電線共同溝整備計画作成業務委託 平成20年度

光が丘三丁目１７２２番地先道路詳細設計委託 平成24年度

市道下之谷恩名線歩道実施設計０１１２３号線詳細設計委託 平成24年度

千葉県　佐倉市役所 志津Ⅱ－２５号線電線類地中化実施設計業務委託 平成12年度

志津Ⅱ－２５号線歩道部修正設計業務委託 平成14年度
千葉県　南房総市役所 白浜野島崎無電柱化推進事業　計画策定業務委託 平成21年度

千葉市土気東土地区画整理組合 C・C・BOX実施設計業務（その１） 平成13年度

平成１３年度補助事業都市計画道３・３．２７号線Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ実施設計業務 平成13年度

電線共同溝関係図書作成業務 平成15年度

柏駅東口E街区第一地区市街地再開発組合 柏駅東口Ｅ街区第一地区市街地再開発事業に伴う道路及び電線共同溝詳細設計業務委託 平成 9年度

（財）千葉県建設技術ｾﾝﾀｰ 電線共同溝詳細 平成 7年度

電線共同溝整備委託 平成12年度

電線共同溝整備委託 平成13年度

電線類地中化整備委託 平成14年度

電線共同溝新規予定個所調査委託 平成15年度

電線類地中化整備補助業務 平成16年度

千葉市街地開発コンサルタント協同組合            電線共同溝移管図書作成補助業務 平成15年度

神奈川県　横浜市役所 都市計画道路環状２号線三枚地区キャブ予備設計委託 平成 3年度

都市計画道路環状２号線三枚橋地区その２キャブ予備設計委託 平成 3年度

都市計画道路環状２号線三枚地区その２キャブ詳細設計委託 平成 6年度

茨城県　取手市役所 ２市単公区キャブ設計業務委託 平成 2年度

３市単公区キャブ設計業務委託 平成 3年度

５市単公区キャブ詳細設計業務委託 平成 5年度

７市単公キャブ実施設計業務委託 平成 7年度

８市単公区キャブ実施設計業務委託 平成 8年度

栃木県　栃木市役所 栃木駅南土地区画整理事業電線共同溝設計業務委託 平成 8年度

栃木県　足利土木事務所 県単街路事業調査設計業務委託 平成 5年度

設計業務委託 平成10年度

電線共同溝台帳整備業務委託（個性豊かなふるさとづくり事業費） 平成11年度

（株）白石･大豊JV 東電晴海管路工事 平成 2年度

東電晴海管路工事 平成 2年度

（株）協和エクシオ 吉原舗装先行工事（土木）［Ｔ１ー既設］ 平成 3年度

荒川ー向島光ケーブル方式工事（土２４０３）{Ａ'-Ａ] 平成 4年度

Ｎ・Ｔ・Ｔ 平成６年度調布舗装先行工事(±２４０８)に伴う電気通信土木特殊設計 平成 6年度

平成９年度・調布舗装先行工事（２４０６）に伴う電気通信土木特殊設計 平成 9年度

平成９年度・赤坂舗装先行工事（２４７１）に伴う電気通信土木特殊設計 平成 9年度

NTT関東設備建設総合ｾﾝﾀｰ 新町キャブ修正設計 平成 6年度

渡辺建設（株） 今泉電線共同溝工事 平成 8年度

道雄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 県単道路調査及び県単舗装道路修繕合併委託 平成 8年度

県単道路調査及び県単舗装道路修繕合併委託 平成 8年度

（株）竹中道路 （仮称）木更津湊間情報ＢＯＸ詳細設計業務委託（第３工区） 平成 9年度

東京電力（株） 国１麻布共同溝工事（その２）のうちＥ－８分岐工事に伴う設計業務委託 平成 9年度

国２０調布共同溝のうち縦金物取付工事に伴う調査設計委託他１件 平成 9年度

国１５子安（その５）共同溝工事に伴う変更設計業務委託 平成 9年度

東京舗装（株） １２７号管理施設その２工事（木更津～君津情報BOX） 平成 9年度



■電線共同溝・情報BOX
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

佐藤道路（株） １２７号管理施設その１工事（木更津～君津情報BOX） 平成 9年度

１６号管理施設その１工事 平成11年度

神奈川情報ＢＯＸ設置工事に伴う詳細設計 平成12年度

神奈川情報ＢＯＸ設置工事に伴う詳細設計 平成12年度

上里情報ＢＯＸ設置工事 平成13年度

戸田道路（株） 千葉国富津施設工事 平成 9年度

日本コムシス（株） 建設省千葉情報 平成10年度

１２７号管理施設その１４工事 平成10年度

飛島道路（株） １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

大磯情報ＢＯＸ設置工事に伴う詳細設計 平成12年度

（株）竹中道路 １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

３５７号管理施設その１工事 平成11年度

住建道路（株） １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

（株）ガイアートＴ・Ｋ １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

３５７号管理施設その２工事 平成11年度

１２６号管理施設その１工事 平成12年度

１２６号管理施設その１工事 平成12年度

戸塚町（４）舗装修繕工事に伴う情報BOX詳細設計 平成13年度
（仮称）都留ＢＰ電線共同溝工事に伴う数量計算書作成業務 平成21年度

八千代建設（株） １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

小松舗道（株） １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

東歴青建設（株） １２７号管理施設（情報ＢＯＸ）設計業務 平成10年度

（株）道路技術研究所 幕張町弁天町線共同溝詳細設計 平成10年度

新構造技術（株） 緊急地方道路整備事業（Ａタイプ）電線共同溝整備工事実施設計業務 平成10年度

大和通信建設（株） 岩槻地区情報Ｂｏｘ設置工事 平成11年度

世紀東急（株） １６号管理施設その５工事詳細設計業務 平成11年度

大林道路（株） １６号管理施設その4工事詳細設計業務 平成11年度

（株）ハッコー 神奈川情BOX設置工事に伴う詳細設計工事 平成11年度

中部土木（株） ６号管理施設工事に伴う情報ＢＯＸ詳細設計委託 平成12年度

グローバルアクセス（株） 東京ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ東京ＡＣ～北茨城ＬＳ間ＧＡＬ光伝送路新設工事（土木設計）－国道298号葛飾大橋への通信仮管路の設置 平成12年度

三共舗道（株） 金沢管内情報BOX設置（その２）工事 平成14年度

横浜情報BOX 平成15年度

昭和（株） 市道下之谷恩名線歩道実施設計 平成14年度

都市計画道路下之谷恩名線歩道実施修正設計委託 平成15年度

（株）東急設計コンサルタント 二子玉川再開発計画道路調整に基づくCCBOX設計変更及び数量算出 平成17年度
二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設関連変更実施設計業務（CCBOX実施設計変更一式） 平成18年度

通信土木コンサルタント（株） 環状七号電線共同溝詳細設計（２工区）の修正設計 平成17年度

電線共同溝設計委託工事（１７T－環七高円寺北） 平成17年度

電線共同溝設計委託工事（１７T－主８江原町） 平成17年度

電線共同溝設計委託工事（１７T－主３１３町屋） 平成17年度

市道２２１６電線共同溝詳細設計業務 平成17年度

（仮称）津田沼駅南口再開発電線共同溝概略設計 平成17年度
誉田町２１５号線電線共同溝実施設計業務 平成18年度

H19年度国土交通省地中化技術開発報告書作成 平成19年度

平成１９年度　市道２２１６号線電線共同溝修正設計業務 平成19年度

情報ボックス詳細設計 平成20年度

稲城榎戸地区都市計画道路７・５・３号線電線共同溝予備設計委託業務 平成20年度

NTTインフラネット（株） 既設管路からの分岐技術等コンサルティング業務 平成19年度

高崎北住宅地開発に伴う無電中化整備工事修正設計 平成19年度

電線共同溝整備工事（Ｔ－主３１９根岸－２２）に伴う詳細設計 平成22年度

電線共同溝整備工事（Ｔ－主３１９根岸－２３）に伴う詳細設計 平成23年度

電線共同溝整備工事（曳舟たから通り）詳細設計 平成25年度

電線共同溝整備工事（Ｔ－主３１９根岸－２６）修正設計 平成26年度

電線共同溝整備工事（Ｔ－主３１２自由が丘－２５）１・３工区詳細設計 平成26年度

NTTインフラネット（株）　西東京支店 調布市菊野台３丁目造成工事に伴う通信線共同溝設計 平成17年度

NTTインフラネット（株）　関西支店 長岡京駅西口電線類地中化事業における共用ＦＡ方式適用設計 平成15年度
NTTインフラネット（株）　群馬支店 大和ハウス高崎北住宅地開発事業その１ 平成20年度

（株）フジ技研 世区街８号線（第２期）電線共同溝詳細設計委託(Ｌ＝０．８８５ｋｍ) 平成19年度

サンキコンサルタント（株） 国道１４号キャブシステム管理台帳作成 平成19年度

日本工営（株） 国道１２６号（祐光２丁目地区）外１電線共同溝管理台帳作成業務委託 平成19年度

国道１２６号（祐光２丁目地区）外１電線共同溝管理台帳修正業務委託 平成21年度

■立体横断歩道橋
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　千葉国道事務所 一般国道６号南柏駅前交差点立体横断施設概略設計業務委託 平成 4年度

道路構造物設計業務１０Ｇ・Ⅱ・２ 平成10年度
国土交通省　横浜国道事務所 神奈川新町歩道橋他設計業務 平成18年度

国土交通省　長野国道事務所 大塚横断歩道詳細設計業務委託 平成 7年度

東京都　財務局 多３．４．１９横断歩道橋詳細設計 平成13年度

東京都　建設局　第五建設事務所 横断歩道橋補足設計 平成 2年度

千葉県　千葉市役所 天台西歩道橋通路補修設計業務委託 平成14年度

（株）新井組 Ｈ２２神奈川新町他歩道橋整備工事 平成23年度



■道路橋
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　甲府河川国道事務所 狐川上橋詳細設計業務委託 平成 3年度

国土交通省　常総国道事務所 牛久土浦ＢＰ（学園西大通り～学園東大通り）道路詳細設計１２Ｋ１９ 平成12年度

首都高速道路公団　東東京管理局 構造物設計１２－２－９ 平成12年度
日本シビックコンサルタント（株） 市道戸面原字藤木線（橋梁補修）設計業務委託における落防及び橋脚耐震補強設計 平成18年度

通信土木コンサルタント（株） 大川（西橋）専用橋電気通信土木特殊設計 平成21年度

山梨管内（橋梁耐火防護他）アクセス系設備整備工事（土木） 平成21年度

秋田２１－０１１（釈迦内）共同施工工事 平成21年度

小笠原海底光ケーブル敷設事業（整備）実施設計業務 平成22年度

■都市計画,景観
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　常陸河川国道事務所 取手地下道景観設計業務委託 平成 3年度

取手地下道景観設計業務委託 平成 3年度

国土交通省　横浜国道事務所 茅ヶ崎地区景観設計 平成 9年度

国土交通省　相武国道事務所 １６号八王子地区他沿道施設検討１３Ｆ４８ 平成14年度

東京都　建設局　再開発事務所 瑞光橋公園修正設計（１５白ー１） 平成15年度

南千住公園実施設計（１６白－１） 平成16年度

南千住公園実施設計（１７白－１） 平成17年度
荻窪駅前付近広場実施設計（１８荻－１） 平成18年度

東京都　都市整備局　第二区画整理事務所 田端二丁目付近道路・整地・下水詳細設計 平成18年度

東京都　港湾局 平成１８年度潮見二丁目土壌対策基本設計 平成18年度

平成１９年度潮見二丁目土壌対策実施設計 平成19年度

東京都　足立区役所 毛長川親水整備基本計画（毛長川公園付近）作成委託 平成 3年度
佐野六木土地区画整理事業地区内公園設計委託 平成19年度

花畑北部公園２号公園設計委託 平成22年度

保木間公園改修工事設計委託 平成26年度

埼玉県　川口市役所 地下鉄駅周辺施設整備計画調査委託 平成 6年度

栃木県　足利土木事務所 設計業務委託（ふるさとづくり）事業・街路 平成 6年度

設計業務委託（ふるさとづくり・街路） 平成 8年度
千葉県　柏市役所 柏市立風早南部小学校通学路街路灯設置設計業務委託 平成21年度

飛島建設（株） 河辺駅ペデストリアン計画 平成14年度

西武国分寺線アンダー 平成14年度

有田ポーセリングパーク 平成14年度

遠州灘・中田島砂丘周辺、まちの活性化・環境整備計画 平成16年度
（株）オリエンタルコンサルタンツ 接地局詳細設計及び防潮扉詳細設計 平成18年度

（株）三菱地所設計 常盤橋地区における都市基盤に係る都市計画協議業務 平成23年度

遠山　甚蔵 東京都足立区細街路（区画道路１８号線）整備工事 平成21年度

■地下歩道
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　横浜国道事務所 茅ケ崎地下横断歩道実施設計その他業務委託 平成 5年度

茅ヶ崎地下横断歩道詳細設計業務委託 平成 5年度

国土交通省　千葉国道事務所 一般国道６号南柏交差点地下横断歩道詳細設計業務委託 平成 5年度

一般国道６号南柏地下横断歩道実施設計業務委託 平成 6年度

東京都　建設局　第七建設事務所 大鳥排水場改修詳細設計 平成 8年度

東京都　主税局 豊島合同庁舎建設に伴う地下連絡通路調査・設計委託 平成 6年度

（財）道路環境研究所 茅ヶ崎地下横断歩道構造検討業務 平成 7年度

清水建設（株） 三越本店新館営団地下鉄連絡通路拡幅工事に伴う設計業務 平成13年度

日本橋宝町地下歩道改修工事測量業務                平成14年度

三井共同建設コンサルタント（株） 日本橋地区地下歩道拡幅（２）修正設計業務委託 平成16年度
Ｈ１８虎ノ門地下歩道詳細設計業務委託 平成18年度

Ｈ１８日本橋地区地下歩道拡幅予備設計他業務委託 平成18年度

京橋二丁目東地区プロジェクト（地下通路函渠詳細設計） 平成19年度

Ｈ１９虎ノ門地下歩道詳細設計（その２）業務委託 平成19年度

（株）三菱地所設計 （仮称）ＰＦプロジェクト／地下通路接続工事設計業務 平成20年度

■河川
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京都　建設局　江東治水事務所 隅田川（両国橋下流）右岸構造設計 平成 2年度

東京都 隅田川（東尾久地区）スーパー堤防事業に伴う防災改修工事設計委託 平成 7年度

千葉県　葛南土木事務所 住宅宅地関連公共施設整備促進委託 平成10年度

住宅宅地関連公共施設整備促進委託（詳細設計） 平成10年度

住宅宅地関連公共施設整備促進委託（取付護岸設計） 平成11年度

住宅宅地関連公共施設整備促進委託（取付護岸修正設計） 平成13年度



■上水道
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京都　水道局 大田区南馬込六丁目３７番池上二丁目１番地先間配水管(６００mm～２５０mm)布設替工事路線測量及び設計委託 平成 2年度

港区元赤坂二丁目、新宿区四谷一丁目地先間配水本管布設替設計委託及び路線測量調査 平成 2年度

平成２年度配水管布設工事等設計等設計委託（単価契約） 平成 2年度

墨田区吾妻橋二丁目、緑二丁目地先間外２箇所配水本管布設替設計委託 平成 3年度

文京区大塚二、三丁目地先間配水本管布設替設計委託及び路線測量調査 平成 3年度

平成３年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 3年度

平成４年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 4年度

墨田区横網二丁目地先外１箇所配水管布設替設計委託及び路線測量調査 平成 4年度

練馬区三原台一、谷原二丁目地先間配水本管布設替設計委託及び路線測量調査 平成 5年度

平成５年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 5年度

世田谷区宇奈根一丁目、鎌田三丁目地先外１箇所配水本管設計委託及び路線測量調査 平成 6年度

平成６年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 6年度

江東区東砂六、八丁目地先間配水本管布設替設計委託及び路線測量調査 平成 7年度

平成７年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 7年度

港区虎ノ門一、二丁目１～５番地先配水本管(６００Ｍ)設計委託 平成 7年度

千代田区外神田三丁目地先配水本管設計及び路線調査測量 平成 8年度

平成８年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 8年度

平成９年度配水管布設工事等設計委託（単価契約） 平成 9年度

大田区北馬込一、二丁目地先間外一カ所配水本管布設替設計委託及び路線測量調査 平成10年度

平成１０年度配水本管布設工事等設計委託（単価契約） 平成10年度

平成１１年度配水本管布設工事等設計委託（単価契約） 平成11年度

平成１２年度配水本管布設工事等設計委託（単価契約） 平成12年度

練馬区石神井四丁目上石神井四丁目地先間2箇所配水本管布設替設計 平成13年度

平成１４年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成14年度

墨田区横網一丁目両国二丁目地先間外一箇所配水本管布設替設計委託 平成14年度

荒川区西日暮里一丁目地先外２箇所配水本管布設替設計委託 平成15年度

麻布共同溝赤羽橋立坑内配水本管(1100mm)新設に伴う共同溝構造計算委託 平成15年度
平成１９年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成19年度

平成２０年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成20年度

平成２１年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成21年度

葛飾区青戸四丁目地先から同区青戸三丁目地先間配水本管新設設計委託 平成21年度

平成２２年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成22年度

平成２３年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成23年度

平成２４年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成24年度

平成２５年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成25年度

平成２６年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成26年度

平成２７年度配水管布設工事等設計委託単価契約 平成27年度

東京都　水道局　西部建設事務所 練馬区谷原一丁目地先から同区春日町五丁目地先間配水本管既設管内配管設計委託 平成20年度

東京都　水道局　多摩水道対策本部 小平市小川町一丁目地先配水管布設設計委託及び路線測量調査並びに防災設計委託 平成 3年度

国立市富士見台－府中市西原町四丁目地先間配水管布設計及び路線測量調査 平成 4年度

清瀬市元町二丁目地先間配水本管布設設計及び路線測量調査 平成 8年度

立川市錦町三丁目、羽衣町三丁目地先間配水本管布設設計委託及び路線測量調査 平成10年度
青梅市新町八丁目地先から同市新町九丁目地先間配水本管布設設計委託 平成18年度

東京都　水道局　東村山浄水場 楢原給水所配水池流入管等補修設計委託 平成 8年度

東京都　臨海副都心建設事務所 平成２年度有明北地区送、配水管布設実施設計 平成 4年度

東京都　葛飾区役所 東金町六丁目付近実施設計 平成 3年度

東小岩一丁目、新小岩四丁目付近実施設計委託 平成 4年度

東京都　田無市役所 配水管実施設計（委２６－１、委５１－２） 平成 8年度

配水管実施設計（委２６－３,委５１－４,委５３－６） 平成 8年度

東京都　保谷市役所 配水管新設工事に伴う実施設計委託（その１） 平成 8年度

配水管新設工事に伴う実施設計委託 平成 9年度

配水管新設工事に伴う実施設計委託（その１１） 平成10年度

東京都　府中市役所 配水管実施設計委託（その５） 平成 9年度

東京都　町田市役所 町田市配水管設計業務委託（その１０） 平成13年度

町田市配水管設計業務委託（その４２） 平成13年度

神奈川県　横浜市役所 子安通二丁目φ５００ｍｍ配水管防護設計委託 平成 4年度

神奈川県　川崎市役所 川崎縦貫道路関連施設整備川崎共同溝（その１－３）工事特殊部変更設計委託 平成 8年度

埼玉県　草加市役所 改良第３号設計業務委託（吉町二丁目） 平成 2年度

拡張第１号水管橋（古綾瀬川）設計業務委託 平成 2年度

鉄建建設（株） 水道橋幹線管渠細微工事 平成 2年度

（株）泉エンジアリング 千葉市宮崎町集合住宅計画に伴う工業用水道管布設替設計 平成 7年度

（株）高橋組興業 練馬区上石神井四丁目地先外2箇所配水本管（６００ｍｍ）布設替工事に伴う布設替設計 平成15年度
日本シビックコンサルタント（株） 小糸川河口水官橋下部工耐震設計委託 平成18年度

櫻工営（株） 船橋市三山２丁目１６番地先二拡船給～園生線１０００ｍｍ送・配水管漏水補修工事　設計業務 平成23年度

（株）保戸田組 船橋市古作３丁目２番地先一拡栗山～船高線900ｍ送・配水管漏水修繕工事 平成24年度

■下水道
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京都　下水道局 墨田区両国一、二丁目付近実施設計 平成 2年度

品川区南大井四丁目２０番先下水管渠調査委託 平成 2年度

品川区南大井二丁目３番先下水管渠調査委託 平成 2年度

品川区南大井三丁目７番先下水管渠調査委託 平成 2年度

品川区南大井三、四丁目付近下水管渠調査委託 平成 2年度

練馬区南大泉四丁目、関町北五丁目付近枝線実施設計委託 平成 2年度

世田谷区喜多見四・七丁目付近実施設計 平成 2年度

新宿区四谷四丁目付近管渠調査作業 平成 3年度

足立区江北七丁目、椿二丁目付近実施設計 平成 3年度

文京区春日二丁目付近管渠調査作業 平成 3年度

荒川区南千住一丁目付近実施設計 平成 3年度

新宿区新宿三，四丁目付近外１か所管渠整備調査設計 平成 3年度



■下水道
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京都　下水道局 葛飾区東金町一、二丁目付近その３実施設計 平成 3年度

文京区内占用物件調査作業 平成 4年度

荒川区東尾久七丁目付近実施設計 平成 4年度

板橋区大山町大山金井町付近調査設計 平成 4年度

千代田区飯田橋三丁目付近５か所実施設計および既設管調査 平成 5年度

練馬区田柄二丁目、大泉四丁目付近枝線実施設計 平成 6年度

新宿区新宿三・四丁目、渋谷区千駄ヶ谷六丁目付近管渠整備調査設計 平成 6年度

麻布共同溝関連調査設計 平成 6年度

葛飾区西水元一、三丁目付近実施設計 平成 6年度

江戸川区東葛飾五丁目付近実施設計 平成 7年度

墨田区東駒形三、四丁目付近外実施設計 平成 8年度

麻布共同溝関連調査設計その２ 平成 8年度

世田谷区上野毛二丁目、野毛三丁目付近実施設計 平成 8年度

新宿区一、三丁目付近再構築調査設計 平成 9年度

荒川区東日暮里三丁目付近再構築その２実施設計 平成10年度

新宿区新宿四丁目付近再構築実施設計 平成12年度

渋谷区渋谷三丁目、神宮四丁目付近実施設計 平成12年度

江東区南砂一丁目付近再構築実施設計 平成14年度

台東区浅草六丁目付近再構築その２実施設計 平成16年度
江東区東砂四、五丁目付近再構築実施設計  平成18年度

北区豊島二丁目、足立区扇一丁目付近実施設計                                                        平成19年度

台東区台東一丁目、千代田区神田和泉町付近再構築実施設計 平成19年度

江東区東砂三、四丁目付近再構築実施設計 平成20年度

文京区本駒込一、二丁目付近再構築その２実施設計 平成20年度

北区東十条五丁目付近再構築実施設計 平成20年度

江東区森下三丁目付近再構築実施設計 平成21年度

文京区関口二丁目、音羽一丁目付近再構築実施設計 平成21年度

北区豊島二丁目、足立区扇一丁目付近変更実施設計 平成22年度

台東区根岸四丁目、荒川区東日暮里四丁目付近再構築実施設計 平成22年度

北区十条台一丁目、王子本町二丁目付近再構築実施設計 平成23年度

放射第３号線道路整備事業に伴う港区白金台三丁目付近実施設計 平成24年度

北区西が丘一丁目、板橋区中丸町付近実施設計 平成24年度

中央区日本橋室町一丁目、日本橋本町一丁目付近再構築実施設計 平成24年度

豊島区雑司が谷三丁目、南池袋三丁目付近再構築実施設計 平成24年度

北区豊島三、六丁目付近変更実施設計 平成26年度

北区十条台一丁目、王子本町二丁目付近再構築変更設計 平成26年度

江東区木場一、六丁目付近再構築実施設計 平成27年度

東京都　住宅局　南部住宅建設事務所 都営国分寺西町五丁目団地排水設計 平成 3年度

東京都　足立区役所 足立区扇二丁目付近下水道実施設計 平成 2年度

足立区六町一丁目、中川一丁目付近外下水道実施設計 平成 2年度

足立区伊興四、五丁目付近下水道実施設計 平成 3年度

足立区東伊興二丁目付近下水道実施設計 平成 4年度

足立区中川四丁目、東伊興町付近下水道実施設計 平成 4年度

足立区西新井本町一、四丁目付近下水道実施設計 平成 4年度

足立区舎人四丁目、東伊興二丁目付近下水道実施設計 平成 5年度
私道の公道化に伴う下水道引継図書作成委託（道路管理課委託第１１号） 平成18年度

私道の公道化に伴う下水道施設引継図書作成委託(まちづくり課) 平成18年度

東京都　葛飾区役所 東金町六丁目下水道および道路改良工事実施設計委託 平成 5年度

東京都　日の出町役場 日の出町中野地区詳細設計作業 平成15年度

日の出町公共下水道細尾地区外実施設計作業 平成16年度

日の出町公共下水道新井地区外実施設計作業務 平成17年度

（財）東京都新都市建設公社 国分寺市実施設計作業その１４（第１２,１４立川東部、砂川処理分区） 平成 2年度

国分寺市実施設計作業その１７（第１２．１４処理分区） 平成 3年度

国分寺市実施設計作業その２０（第１２,１４処理分区） 平成 4年度

秋川市公共下水道第八平高処理分区調査設計作業（その４） 平成 4年度

国分寺市実施設計作業その２１（第12､14処理分区） 平成 4年度

秋川市第八平高処理分区平沢、草花地区内実施設計作業 平成 5年度

浅川左岸第一処理分区（公社６－１）調査作業 平成 6年度

秋川市公共下水道草花地内高瀬下、草花下付近実施設計作業 平成 7年度

浅川左岸第一処理分区大阪浄水場付近実施設計作業 平成 8年度

日野市公共下水道都営大阪上住宅付近実施設計作業 平成 8年度

日野市公共下水道日野駅付近実施設計作業 平成10年度

あきる野市公共下水道第十一五日市処理分区及び第十二山田処理分区調査設計作業 平成10年度

日野市公共下水道日野駅付近実施設計作業 平成11年度

日野市公共下水道日野坂付近実施設計作業 平成11年度

あきる野市武蔵増戸駅付近実施設計作業 平成12年度

日の出町三吉野井戸端外調査作業 平成12年度

日の出町亜細亜大学付近実施設計作業 平成12年度

あきる野市伊奈地区実施設計作業 平成13年度

日の出町北大久野川流域地区枝線基本設計作業 平成13年度

日の出町坊平会館、亜細亜大学付近詳細設計作業 平成14年度

日の出町坊平地区詳細設計作業 平成14年度

日の出町大久野地区詳細設計作業 平成15年度

日の出町大久野地区基本設計作業 平成15年度

日の出町大久野地区詳細設計（その２）作業 平成16年度

日の出町大久野地区詳細設計（その４）作業 平成17年度

千葉県　千葉市役所 下水道施設移設工事実施設計業務委託（長洲一丁目） 平成 5年度

下水道実施設計業務委託（勝田川汚水幹線） 平成12年度

千葉県　船橋市役所 高瀬処理区設計図書作成業務委託（その２６） 平成11年度

千葉県　松戸市役所 松戸市第２処理分区枝線実施設計業務委託（その１） 平成17年度

神奈川県　横浜市役所 子安共同溝工事に伴う既設幹線防護工事設計委託 平成 8年度

子安共同溝工事に伴う既設幹線防護工事詳細設計委託 平成 9年度

北部処理区子安共同溝工事に伴う汚泥圧送管整備工設計委託 平成10年度

子安共同溝工事に伴う既設幹線防護工事設計委託 平成11年度



■建築
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 三ノ輪駅乗降場ほか改良実施設計工事 平成 2年度

三越前駅（半）出入口上家５改良実施設計工事 平成 2年度

四ツ谷三丁目駅改良実施設計工事 平成 2年度

７号線岩淵町駅（仮称）新設実施設計工事 平成 2年度

池袋駅駅務室改良実施設計工事 平成 3年度

大手町駅（東）乗降場ほか改良実施設計工事 平成 3年度

池袋駅（有）旅客便所ほか改良実施設計工事 平成 3年度

竹ノ塚検車区転削盤庫新築実施設計工事 平成 3年度

国会議事堂駅（千）出入口上家Ｄ新設実施設計 平成 4年度

四ツ谷三丁目駅広間ほか改良実施設計工事 平成 4年度

明治神宮前ほか２駅出入口上家 平成 4年度

飯田橋駅（東）改良基本設計工事 平成 4年度

７号線川口戸塚停車場申請設計 平成 4年度

綾瀬電車区事務所ほか改良実施設計工事 平成 5年度

飯田橋駅実施設計工事 平成 5年度

落合技術区詰所建物改良実施設計工事 平成 5年度

代々木技術区詰所建物改良実施設計工事 平成 5年度

７号線本駒込駅（仮称）新設実施設計 平成 5年度

綾瀬信号機器新築実施設計工事 平成 6年度

永田町駅（有）一般トイレほか改良その他実施設計工事 平成 8年度

綾瀬駅事務室ほか改良その他実施設計工事 平成 8年度

妙典乗務区（仮称）新設に伴う建築基本設計工事 平成 8年度

深川資材センター耐震補強 平成 8年度

護国寺駅３番出入口移設に伴う変更設計業務委託 平成 9年度

研修所電車運転シュミレータ建物新築実施設計工事 平成 9年度

竹の塚検車区信号機器室新築実施設計工事 平成 9年度

六本木駅仮設トイレ新設その他実施設計工事 平成 9年度

東京駅他２駅昇降機設置に伴う構築設計工事 平成10年度

妙典乗務区新設実施設計工事 平成10年度

新宿三丁目駅他３駅昇降機設置に伴う構築設計その他工事 平成11年度

池袋（丸・有）出入口上家１ほか改良実施設計工事 平成11年度

日比谷線日比谷駅他３駅昇降機設置に伴う構築その他設計工事 平成11年度

丸ノ内線霞ヶ関駅他１駅昇降機設置に伴う構築その他設計工事 平成11年度

赤坂駅昇降機設置に伴う建築実施設計工事 平成12年度

日比谷線日比谷駅他１６駅昇降機設置に伴う建築実施設計工事 平成13年度

西船橋駅他１駅昇降機設置に伴う土木・建築設計工事 平成13年度

銀座線日本橋駅他８駅階段昇降機設置に伴う建築実施設計業務 平成14年度

秋葉原駅昇降機設置に伴う建築実施設計業務 平成15年度

月島駅エレベーター設置に伴う土木･建築設計業務 平成16年度

秋葉原駅昇降機設置に伴う出入口（３）改良建築実施設計業務 平成16年度

東陽町駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成17年度

落合駅軌道内側壁改良実施設計業務 平成17年度

深川車両基地車体工場屋根改良建築実施 平成17年度

豊洲駅ほか１２駅旅客案内看板改良実施設計業務 平成17年度

（有）豊洲他１２駅パネル式旅客案内サイン表示面デザイン製作 平成17年度
東陽町駅エレベーター設置に伴う建築その２設計業務 平成18年度

新木場車両基地主工場点検通路ほか改良その他建築実施設計業務 平成18年度

１３号線雑司ケ谷停車場豊島区文化センター敷地内駐輪場構台設計 平成19年度

１３号線雑司ヶ谷停車場出入口（２）建築確認資料作成 平成19年度

行徳車両基地信号扱所ほか４建物改良その他建築実施設計業務 平成19年度

小竹向原駅一般トイレ改良実施設計業務 平成19年度

広尾駅ほか２駅火災対策設備その他改良実施設計業務  平成19年度

氷川台駅乗降場ほか天井改良その他建築実施設計業務 平成19年度

三ノ輪駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成19年度

淡路町駅エレベーター設置に伴う土木・建築設計業務 平成19年度

小竹乗務区詰所建物事務室ほか改良実施設計業務 平成20年度

綾瀬合宿所建物新築設計業務 平成20年度

フィオーレ馬込ほか３建物外壁修繕その他建築実施設計業務 平成20年度

和光車両基地ほか５駅信号通信機器室改良その他建築実施設計業務 平成20年度

木場駅消火設備ほか１建物改良その他建築実施設計業務 平成20年度

綾瀬駅ほか１建物改良建築実施設計業務 平成20年度

上野車両基地列検運転詰所ほか改良その他建築実施設計業務 平成21年度

淡路町駅エレベーター設置に伴う建築実施設計業務 平成21年度

桜田門駅エレベーター設置に伴う建築実施設計業務 平成22年度

門前仲町駅出入口上家改良建築実施設計業務 平成22年度

地下鉄道玄坂ビル運転事務室ほか改良建築実施設計業務 平成22年度

半蔵門線三越前駅地下各室ほか改良建築実施設計業務 平成23年度

三ノ輪駅エレベーター設置に伴う建築実施設計業務 平成23年度

門前仲町駅ほか４駅案内看板改良実施設計業務 平成23年度

地下鉄道玄坂ビルトイレほか改良建築実施設計業務 平成23年度

上野検車区ほか１４建物改良建築実施設計業務 平成24年度

押上駅乗務員休憩室ほか改良建築実施設計業務 平成24年度

東大駅前バリアフリー整備に伴う建物建築検討設計業務 平成24年度

銀座線上野駅きっぷうりばＡＴＭ設置に伴う調査設計業務 平成24年度

（日）上野駅ほか１０売店給排水設置に伴う調査設計業務 平成25年度

新木場駅店舗増床に伴う調査設計業務 平成25年度

高田馬場駅ほか５駅きっぷうりばATM設置に伴う調査設計業務 平成25年度

千代田線大手町駅店舗開発に伴う調査設計業務 平成25年度

東西線大手町駅店舗開発に伴う調査設計業務 平成26年度

浅草駅ほか１２３駅視覚障害者用ブロック改良建築実施設計業務 平成26年度



■建築
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東葉、東海神ＳＳ建物設計 平成 2年度

関東支社 東葉、村上ｓｔ本屋設計 平成 3年度

埼玉、川口戸塚ｓｔ概略設計他 平成 6年度

埼玉、川口戸塚ST建物基本設計 平成 7年度

埼玉、川口戸塚ST詳細設計他 平成 7年度

埼玉、川口戸塚ｓｔ耐震（大地震）設計他 平成 8年度

埼玉、川口戸塚ｓｔ建物基本設計２ 平成 8年度

埼玉、川口戸塚ｓｔ建物設計 平成 9年度

埼玉、川口戸塚Ｓｔ出入口（２）設計 平成12年度

常新、三郷中央ＳＴ本屋実施設計 平成13年度

常新、三郷中央Ｓｔ本屋実施設計２ 平成14年度

農林水産省 合同庁舎（本館）会議室床改修その他工事設計業務 平成16年度

合同庁舎（本館）正面玄関改修工事設計業務 平成17年度

東京都　交通局 板橋本町駅大和町出入口改修に関する設計委託 平成 7年度

板橋本庁駅大和町南口出入口改修に伴う防災改修工事設計委託 平成 7年度
浅草線東銀座駅エレベーター設置ほか土木・建築構造設計委託 平成19年度

浅草線蔵前駅エレベーター設置土木・建築構造設計委託 平成20年度

三田線新板橋駅エレベーター設置土木・建築その他設計委託 平成20年度

浅草線本所吾妻橋駅北行線エレベーター設置土木・建築その他設計委託 平成23年度

浅草線浅草橋駅ほか２駅エスカレーター設置土木・建築その他設計委託 平成23年度

浅草線人形町駅エレベーター設置建築・土木その他設計委託 平成27年度

東京都　建設局　再開発事務所 南千住公園管理棟設置工事監理業務 平成17年度

東京都　足立区まちづくり公社 （仮）神明南材料置場倉庫新築工事設計委託 平成 2年度

東京都　足立区役所 第九中学校他２校教室床改修その他工事設計委託 平成 2年度

関原小学校外溝その他工事設計委託 （仮）神明南材料置場倉庫新築工事設計委託 平成17年度
自転車駐車場整備工事設計委託（西部委託第１３号） 平成18年度

仮設自転車駐車場整備工事設計委託 平成19年度

東綾瀬公園自転車駐車場整備工事設計委託 平成24年度

栗原小学校給食場増築その他工事設計委託 平成24年度

川田橋排水場外壁改修その他工事設計委託 平成26年度

東京都　板橋区役所 自転車駐車場測量・設計委託（その１） 平成25年度

千葉県　成田市役所 京成成田駅東口バリアフリー工事詳細設計 平成25年度

（株）熊谷組 ５４-０５２等東京厚生年金病院新本館改築工事（第６期）建築工事 平成 2年度

東京厚生年金病院新本館改築工事 平成 3年度

（株）松下産業 東京マーク商会本社ビル新築工事 平成 2年度

清水建設（株） ＩＨＩ豊洲ビル新築工事 平成 2年度

（株）三菱地所設計 丸の内駅前広場整備事業第一期工事設計監理他業務 平成13年度

K計画営団地下鉄大手町駅連絡通路改良工事設計業務 平成15年度

飛島建設（株） 多摩川病院新病棟計画 平成15年度

防音シェルター検討業務 平成17年度

（株）サンエーサンクス （仮称）大日製罐株式会社　管理棟増築工事 平成17年度

大日製罐株式会社　床補強検討業務 平成17年度

湘南アミューズ茅ヶ崎店舗改修計画設計業務 平成17年度
守山乳業工場増築 平成20年度

ジョンソンコントロールズフォーミング（株）タンク基礎検討業務 平成20年度

（株）トーニチコンサルタント 浅草線東銀座駅エレベーター建築追加業務 平成20年度

（株）メトロプロパティーズ 秋葉原駅メトロピア店舗開発基本設計業務 平成20年度

秋葉原駅メトロピア店舗新設実施設計業務 平成22年度

東西線大手町駅めとろ庵店舗改修に伴う実施設計業務 平成27年度

東西線及び千代田線大手町メトロピアに係る撤去・改良設計業務 平成27年度

メトロ開発（株） 竹ノ塚車両基地検査庫ほか改良その他建築実施業務 平成18年度

入谷駅駅舎建物ほか新設その他改良実施設計業務 平成20年度

銀座線田原町駅Ａ線側改良に伴う詳細設計業務（建築） 平成21年度

神楽坂駅矢来町口再開発計画検討設計業務 平成21年度

地下鉄田原町駅ビル（仮称）新築その他検討設計 平成21年度

田原町駅B線側改良に伴う建築実施設計業務 平成21年度

銀座線銀座駅エレベーター設置に伴う建築実施設計 平成22年度

半蔵門線三越前駅ほか２駅一般トイレ改良実施設計業務 平成22年度

地下鉄田原町駅ビル（仮称）新築その他検討設計その２ 平成22年度

千代田線表参道駅（仮称）青山大林ビルエレベーター通路設置工事建築設計業務 平成23年度

田原町駅ビル（仮称）新築その他建築実施設計業務 平成23年度

千代田線表参道駅きっぷうりば４ほか新設建築実施設計業務 平成24年度

南北線東大前駅エレベーター設置その他に伴う土木及び建築基本・詳細設計業務 平成25年度

鷺沼車両基地ほか１車両基地建物改良建築実施設計業務 平成26年度

日比谷線北千住駅ほか５駅工務区詰所新設建築実施設計業務 平成26年度

東大前駅エレベーター設置その他改良建築実施設計業務 平成27年度

北綾瀬駅工務区詰所新設建築実施設計 平成27年度

東葉高速鉄道（株） 東葉勝田台駅エスカレーター設置に伴う土木・建築設計工事 平成20年度

乗務区移設検討設計業務 平成27年度

（株）メトロレールファシリティーズ 小竹向原駅ほか１駅乗務員詰所改良建築実施設計業務 平成23年度

地下鉄建築施設物の改良に伴う基本検討その他業務委託（上野事務所第二別館） 平成23年度

地下鉄建築施設物の改良に伴う基本検討その他業務委託（上野技術区総合事務所） 平成23年度

建築現状平面図修正設計 平成25年度

（株）メトロコマーズ 売店リニュアルに伴う給排水設備新設その他実施設計 平成27年度

パシフィックコンサルタンツ（株） 三田線新板橋駅ＥＶ設置建築修正設計補助 平成22年度

多摩都市モノレール（株） 平成２７年度大規模改修工事設計業務委託（昇降機更新その他工事） 平成26年度

平成２８年度大規模改修工事設計業務委託（昇降機更新その他工事） 平成27年度

照明更新工事設計業務委託 平成27年度



■施工管理
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 研修所工事監理 平成10年度

小竹向原駅エレベーター設置に伴う土木建築工事管理 平成16年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 埼玉、技術業務委託（川口戸塚Ｓｔ） 平成 6年度

埼玉、技術業務委託（川口戸塚ST）２ 平成 7年度

埼玉、技術業務委託（川口戸塚) 平成 8年度

国土交通省　東京国道事務所 角筈共同溝現場技術業務委託 平成 2年度

本郷～大塚共同溝現場技術業務委託 平成 3年度

本郷ー大塚共同溝現場技術業務委託 平成 4年度

本郷－大塚共同溝現場技術業務委託 平成 5年度

本郷～大塚共同溝現場技術業務委託 平成 6年度

東蒲田～東六郷共同溝現場技術業務委託 平成 7年度

東蒲田～東六郷共同溝現場技術 平成 8年度

国土交通省　相武国道事務所 設計資料整理業務委託（その２） 平成 2年度

設計積算資料整理業務委託 平成 2年度

設計積算資料整理業務委託 平成 3年度

積算資料整理業務委託（その２） 平成 3年度

設計資料整理業務委託（その４） 平成 3年度

設計資料整理業務委託（その２） 平成 4年度

設計積算資料整理業務委託 平成 4年度

設計積算資料整理業務委託（その２） 平成 5年度

技術資料作成補助業務（その２） 平成 6年度

管内資料作成業務７Ｄ２ 平成 7年度

管内資料作成業務８Ｇ３ 平成 8年度

技術補助９Ｇ７ 平成 9年度

技術補助１０Ｇ５ 平成10年度

技術補助１０Ｅ３ 平成10年度

技術補助１１Ｄ２ 平成11年度

技術補助１２Ｄ２ 平成12年度

設計技術補助１３Ｄ２ 平成13年度

設計技術補助１４Ｄ２業務委託 平成14年度

設計技術補助１５Ｄ２業務委託 平成15年度

設計技術補助16Ｄ２、D７業務委託 平成16年度

１７Ｄ管内設計技術補助 平成17年度
１８Ｄ設計技術補助 平成18年度

１９Ｄ設計技術補助 平成19年度

２０Ｄ調査設計資料作成業務（その１）     平成20年度

２１Ｄ調査計画資料作成業務（その１） 平成21年度

２２Ｄ調査計画資料作成業務（その１） 平成22年度

国土交通省　常総国道事務所 資料作成業務７Ｂ１ 平成 7年度
東京都　足立区役所 日暮里・舎人ライナー自転車駐車場整備工事監理業務委託 平成19年度

仮設自転車駐車場整備工事監理業務委託 平成20年度

千葉県　千葉市役所 （主）千葉大網線他１特殊改良一種（キャブ）工事に伴う監督業務委託 平成 6年度

県単大網線特殊改良一種(キャブ)工事に伴う監督業務委託 平成 7年度

柏駅東口E街区第一地区市街地再開発組合 市街地再開発事業に伴う南通り線電線共同溝設置工事監理業務 平成 9年度

柏駅東口Ｅ街区第一地区市街再開発事業に伴う「道路整備工事監理業務」 平成10年度

千葉県　葛南土木事務所 住宅宅地関連公共施設整備促進委託（施工監理） 平成13年度

県単電線類地中化整備委託（施工監理） 平成13年度

防災調節池委託（施工監理） 平成14年度

住宅宅地関連公共施設整備促進委託（施工監理） 平成14年度

住宅宅地関連公共施設等総合整備及び防災調整池合併委託（施工管理） 平成15年度

住宅宅地関連公共施設等総合整備委託（施工監理その２） 平成15年度

住宅宅地関連公共施設等総合整備委託（施工監理その３） 平成15年度

住宅宅地関連公共施設等総合整備委託(現場技術業務) 平成16年度

住宅宅地関連公共施設等総合整備委託（計測管理） 平成16年度

住宅市街地基盤整備委託（現場技術業務) 平成16年度
防災調節池委託（現場技術業務） 平成20年度

防災調節池委託（現場技術業務) 平成21年度

防災調節池委託（既存構造物検討） 平成21年度

住宅市街地基盤整備委託（現場技術業務その２） 平成21年度

防災調節池委託（現場技術業務） 平成22年度

千葉県　成田市 京成成田駅東口バリアフリー化工事監理業務委託 平成26年度

東葉高速鉄道（株） 技術業務委託 平成 7年度

技術業務委託 平成 8年度

（社）関東建設弘済会 現場技術業務委託 平成11年度

現場技術業務委託 平成11年度

現場技術業務委託 平成12年度

現場技術業務委託 平成12年度

現場技術委託 平成13年度
（株）建設企画コンサルタント 土木設計補助業務 平成20年度

（株）都市創生コンサルタント 防災調節池委託（現場技術業務） 平成20年度

住宅市街地基盤整備委託（現場技術業務飯山満川） 平成20年度

防災調節池委託（現場技術業務） 平成21年度

（株）東急設計コンサルタント 二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る平成１９年度公共施設関連工事監修業務委託 平成19年度

二子玉川再開発工事発注補助業務 平成19年度

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る工事監修 平成19年度

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る平成１９年度公共施設関連工事監修業務委託 平成20年度

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る平成２０年度公共施設関連工事監修業務委託 平成20年度

(追加)二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る平成２０年度工事監修業務 平成20年度

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る平成２１年度公共施設関連工事監修業務委託 平成21年度

二子玉川東地区第一種市街地再開発事業に係る公共施設（道路、電線共同溝、下水施設）設計変更委託業務（電線共同溝及び照明計画）平成21年度

公共施設関連工事監修業務委託（平成２２年度電線共同溝整備に関する補佐業務） 平成22年度



■施工管理
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

（財）道路空間高度化機構 道路空間高度化機構出向業務 平成20年度

三和エンジニアリング（株） １９Ｄ設計技術補助 平成19年度

２０Ｄ調査設計資料作成業務（その１）     平成20年度

２１Ｄ調査設計資料作成業務（その１） 平成21年度

（株）メトロプロパティーズ 秋葉原駅メトロピア店舗新設工事設計監理業務 平成22年度

（株）三菱地所設計 大手町地区７社私道廃道に伴う北幹線切り廻し工事のうち、洞道工事（立坑①）設計監理他業務 平成19年度

佐野プレミアムアウトレット第4期にかかる土木工事管理業務 平成19年度

（仮称）大手町１－１計画Ｂ棟開発行為許可申請対応貢献項目に関する調査設計・監理業務 平成23年度

（仮称）ＰＦプロジェクト／地下接続通路工事設計・監理業務 平成23年度

ＤＮ計画／設計監理業務 平成23年度

（仮称）豊島区新庁舎熱供給ルート新設工事（土木）実施設計・工事監理業務 平成23年度

（仮称）ＰＦプロジェクト／地下接続通路工事設計・監理業務 平成25年度

千駄ヶ谷ビル計画設計監理業務 平成25年度

大丸有地区における工事監理及びこれに関する設計補助、資料作成業務 平成26年度

大丸有地区における工事監理及びこれに関する設計補助、資料作成業務その２ 平成26年度

中野学園 東京地下鉄東西線No.7換気口移設工事施工管理業務 平成25年度

多摩都市モノレール（株） 大規模修繕工事現場施工管理業務委託（その２） 平成27年度



■調査業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 日比谷線ほか３線換気口その他点検工事 平成 2年度

８号線新富町～湾岸間沿道家屋実害調査 平成 2年度

７号線沿道家屋実害調査 平成 2年度

１１号線三越前～蠣殻町間沿道家屋実害調査 平成 2年度

１１号線扇橋二丁目～四ツ木三丁目間埋設物台帳調査 平成 2年度

１１号線三越前・水天宮前間環境調査（環境及び鉄道振動） 平成 2年度

７号線清正公前停車場他樹木調査 平成 3年度

銀座線ほか２線換気口点検その他工事 平成 3年度

騒音振動対策委員会資料調査工事その他 平成 3年度

７号線沿道家屋実害調査 平成 3年度

日比谷線人形町駅付近滝泰ビル連絡通路及び出入口新設工事沿道家屋実害調査工事 平成 3年度

日比谷線他３線換気口点検その他工事 平成 4年度

西日暮里変電所冷却搭設置計画構造審査工事 平成 4年度

７号線沿道家屋実害調査 平成 4年度

騒音振動対策委員会資料編集工事 平成 5年度

銀座線ほか２線換気口点検その他工事 平成 5年度

千代田線シールドトンネルＲ・Ｃセグメント弛締結ボルト調査工事 平成 5年度

１１号線水天宮前～押上間樹木調査工事 平成 5年度

埼玉高速鉄道交通量調査 平成 5年度

７号線沿道家屋実害調査 平成 6年度

神谷町駅改造土木工事に伴う沿道家屋実害調査 平成 6年度

日比谷線ほか３線換気口点検その他工事 平成 6年度

銀座線外苑前駅付近樹木調査 平成 6年度

銀座線ほか５線都道部連結送水管調査工事 平成 6年度

騒音振動対策委員会資料編集工事 平成 6年度

７号線沿道家屋実害調査 平成.7年度

銀座線ほか２線換気口点検その他工事 平成 7年度

深川資材センターほか３棟耐震診断調査工事 平成 8年度

日比谷線他３線換気口点検その他工事 平成 8年度

１１号線沿道家屋実害調査 平成 8年度

外苑前駅ビル耐震診断調査工事 平成 9年度

１１号線沿道家屋実害調査 平成 9年度

銀座線ほか２線換気口点検その他工事 平成 9年度

飯田橋沿道家屋実害調査 平成 9年度

日比谷線ほか３線換気口点検その他工事 平成10年度

埼玉高速線沿道家屋実害調査 平成10年度

１３号線新宿～渋谷間埋設物台帳・架空線調査 平成10年度

埼玉高速線沿道損害調査 平成11年度

銀座線ほか２線換気口点検その他工事 平成11年度

１３号線千駄ヶ谷～渋谷間開削部沿道建物調査 平成11年度

日比谷線他３線換気口点検その他工事 平成12年度

用地補償及び沿道損害調査 平成12年度

銀座線ほか３線換気口点検その他工事 平成13年度

南北線沿道損害家屋調査 平成13年度

丸ノ内線後楽園第２架道橋ほか３線３箇所塗装面積計算業務                                              平成14年度

用地補償及び沿道損害調査（押上事務所） 平成14年度

日比谷線ほか３線換気口・換気塔点検業務委託 平成14年度

銀座線ほか３線換気口・換気塔点検業務委託 平成15年度

１１号線扇橋A線工区沿道家屋損害調査 平成15年度

日比谷線ほか3線換気口･換気塔点検業務委託 平成16年度

荒川中川橋りょうペイント塗替工事に伴う面積精査業務 平成16年度

銀座線ほか３線換気口・換気塔点検業務委託 平成17年度

東陽町駅改良土木工事に伴う沿道損害調査業務 平成17年度
浅草駅建物(仮称)改築工事に伴う和泉屋建物損害調査業務 平成18年度

中野車両基地洗浄線ペイント塗替数量計算精査業務 平成18年度

荒川・中川橋りょう鋼製橋脚ほか１橋橋脚内面ペイント塗替面積計算業務委託 平成18年度

上野車両基地西側コンクリート塀改良に伴う調査業務 平成18年度

１３号線新千駄ヶ谷工区　沿道損害調査・評価業務 平成19年度

１１号線本所工区　沿道損害調査・評価業務 平成19年度

北千住こ線橋ペイント塗替えに伴う数量計算書 平成19年度

１３号線新宿三丁目三工区　沿道損害調査・評価業務 平成20年度

１３号線新宿三丁目一工区　沿道損害調査・評価業務 平成21年度

１３号線新宿三丁目二工区　沿道損害調査・評価業務 平成22年度

人形町駅エレベーター設置に伴う出入口１改良土木その他工事に伴う建物損害調査 平成22年度

日比谷線小伝馬町駅エレベーター及び二方向避難階段設備設置に伴う沿道建物等損害調査・評価業務 平成22年度

１３号線新千駄ヶ谷二丁目建設工事に伴う沿道建物等損害調査・評価業務 平成22年度

代々木上原第一架道橋ほか５か所塗装面積計算書作成業務（委託） 平成22年度

半蔵門線永田町駅・半蔵門駅間隼町トンネル換気室ほか１か所昇降設備塗装面積数量計算書作成業務（委託） 平成23年度

深川車両基地二次巻き設備撤去検討及び鋼材健全度調査業務 平成24年度

千駄木駅改良その他に伴うその１工事に伴う沿道対策損害調査・評価業務 平成26年度

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 臨海東京テレポｰト－大崎間埋設物調査他 平成 3年度

東京支社

東京都　都市整備局　第二区画整理事務所 汐留地区自然石舗装補修調査委託 平成22年度

東京都　福祉局 文京社会保険事務所庁舎現状回復工事の設計・管理 平成 6年度

東京都　足立区土地開発公社 足立区道７号線用地分筆登記申請委託 平成 2年度

千葉県　葛南土木事務所 県単道路調査（ライフライン共同溝実施可能調査）委託 平成 7年度

県単道路調査 平成 7年度

千葉県　柏市役所 国道６号線南柏交差点横断地下道設置に伴う交通量調査委託 平成 4年度

千葉県　流山市役所 一般国道６号南柏交差点横断地下道設置に伴う交通量調査委託 平成 4年度



■調査業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東葉高速鉄道（株） 車庫・車庫線財産整理（その１） 平成 2年度

車庫・車庫線財産整理（その２） 平成 2年度
占用申請図書調査作成その他工事 平成19年度

近接施工検討（北習） 平成20年度

近接施工検討（飯山満） 平成20年度

近接施工検討（村上） 平成20年度

近接施工検討（仲木戸） 平成20年度

建造物変状調査その７工事 平成21年度

耐震補強に伴う調査工事 平成21年度

耐震補強設計工事 平成22年度

東日本航空（株） 地下鉄１２号線都市施設調査 平成 2年度

河内屋酒販（株）倉庫新築その他工事に伴う用地測量業務 平成 2年度

田原町駅他60駅求積図作成業務委託 平成17年度
上野事務所本館ほか335建物求積図作成業務委託 平成18年度

ディスプレイ整備の調査に係る業務 平成19年度

三菱建設（株） 騒音振動調査 平成 2年度

中央線三鷹・立川間埋設物調査 平成 2年度

東日本旅客鉄道（株） 京葉線東京駅・中央線三鷹駅間埋設物調査 平成 4年度

日本国土開発（株） 銀座線神田駅構内調査工事 平成13年度

（株）メトロレールファシリティーズ 有楽町駅ほか５８駅求積図作成業務委託 平成17年度
土木附帯設備等検査業務委託（換気口・換気塔点検） 平成18年度

浅草駅ほか４７駅求積図作成業務 平成18年度

土木附帯設備等検査業務委託(換気口・換気塔点検)(平成１９年度) 平成19年度

トンネル構造物検査業務委託（換気口・換気塔点検）日比谷線 平成19年度

換気口・換気塔検査業務委託 平成20年度

トンネル維持管理枠図作成業務（日比谷線・千代田線） 平成21年度

換気口・換気塔検査業務委託 平成22年度

トンネル維持管理枠図作成業務（日比谷線・千代田線） 平成22年度

ＰＣ桁構造部高架橋補修検討調査業務 平成22年度

雑司が谷駅・明治神宮前駅間換気塔安全設備に伴う調査設計業務 平成22年度

土木構造物検査業務委託（換気口・換気塔検査） 平成23年度

土木工事等作業集計業務（基本計画） 平成23年度

土木工事等作業集計業務（実態調査） 平成23年度

地震時漏水発生状況箇所整理業務 平成23年度

土木構造物検査業務委託（換気口・換気塔検査） 平成24年度

有楽町線市ヶ谷駅歩行通路調査・設計業務 平成24年度

半蔵門線非常梯子設置位置調査検討業務委託 平成24年度

有楽町線ほか５線非常梯子設置箇所調査業務 平成25年度

日比谷線２０ｍ車両化に伴う支障物処理調査設計業務 平成25年度

土木構造物検査業務委託（換気口・換気塔検査） 平成25年度

土木構造物検査業務委託（換気口・換気塔検査） 平成26年度

土木構造物検査業務委託（換気口・換気塔検査） 平成27年度

ジオ・サーチ（株） 路面下空洞対策検討業務（ＧＳ３３７４） 平成24年度

■測量業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 占用許可申請原図作成その他工事 平成 2年度

茅場高架替に伴う人形町駅、茅場町駅間水準測量その他その２工事 平成 2年度

丸ノ内線ほか２線水準測量その他工事 平成 2年度

丸ノ内線（新宿・銀座）駅構内、地上調査測量工事 平成 2年度

綾瀬車両基地、北千住駅間地上構造物現況調査工事 平成 2年度

北上野共同溝工事に伴う水準測量その２工事 平成 3年度

７号線文京地区・丸ノ内線茗荷谷駅付近境界標設置工事 平成 3年度

７号線水準測量その他工事 平成 3年度

占用許可申請原図作成その他工事 平成 3年度

界標建植工事（江東区新木場一丁目２－３番先） 平成 3年度

千代田線神田川シールドトンネル１１Ｋ４６０Ｍ付近Ｂ線ＲＣセグメント現況調査工事 平成 3年度

日比谷線ほか１線水準測量 平成 3年度

上野検車庫付近現況測量 平成 3年度

南砂町駅・西船橋駅間高架橋その他現況調査工事 平成 3年度

日比谷線北千住駅・三ノ輪駅間高架橋その他現況調査工事 平成 3年度

三ノ輪駅・入谷駅間水準測量工事 平成 3年度

茗荷谷駅・後楽園駅間ほか１区間水準測量その他工事 平成 3年度

秋葉原駅冷房に伴う調査測量工事 平成 3年度

占用許可申請原図作成その他工事 平成 4年度

南砂町駅付近地下構造物位置測量工事 平成 4年度

東西線水準測量工事 平成 4年度

境界標建植工事（渋谷区渋谷一丁目１６－４地先） 平成 4年度

新宿地下歩道建設に伴う丸ノ内線構築測量工事 平成 4年度

西葛西駅改良に伴う調査測量工事 平成 5年度

東陽町改良に伴う調査測量工事 平成 5年度

都道外堀通り拡幅に伴う丸の内線ＮＯ．１００換気口付近調査測量工事 平成 5年度

占用申請原図作成その他工事 平成 5年度

銀座線ほか６線シールド内宮断面測定工事 平成 5年度

銀座線ほか２線占用申請原図作成その他工事 平成 6年度

日本橋駅・三越前駅間B線９Ｋｍ付近軌道調査設計工事 平成 6年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山単線シールド水準工事 平成 6年度

赤坂見附・虎ノ門駅間ＡＢ線５Ｋ５００ｍ付近軌道調査設計工事 平成 6年度

首相官邸整備事業に伴う丸の内線及び千代田線国会議事堂前駅付近地下構造物測量 平成 7年度

地下鉄下谷ﾋﾞﾙほか３建物構造物審査 平成 7年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山ｼｰﾙﾄﾞ水準測量工事 平成 7年度



■測量業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京地下鉄（株） 小石川車両基地配線替えに伴う調査測量工事 平成 7年度

丸の内線ほか４線連結送水管調査工事 平成 7年度

千代田線ほか２線占用申請原図作成その他工事 平成 7年度

新宿地下歩道建設に伴う丸の内線構築測点設計工事 平成 7年度

南北線四ッ谷・駒込間水準測量工事 平成 7年度

護国寺駅３出入口移設に伴う調査測量工事 平成 8年度

丸の内線西新宿駅・中野坂上間青梅街道改修に伴う構築占用位置調査工事 平成 8年度

銀座線ほか１線占用申請原図作成その他工事 平成 8年度

丸の内線霞ヶ関駅付近構築占用位置調査工事 平成 8年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山単線シールド水準測量工事 平成 8年度

銀座線上野駅・浅草駅間構築占用位置調査工事 平成 8年度

末広町駅・上野広小路駅間Ｂ線軌道調査・設計工事 平成 8年度

放射１０号立体交差新設工事に伴う南北線王子複線シールド水準その他工事 平成 8年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山単線シールド水準測量工事 平成 8年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山単線シールド水準測量その２工事 平成 9年度

茗荷谷駅・後楽園駅ＡＢ線間３ｋ２００ｍ付近軌道調査、設計工事 平成 9年度

東西線東陽町駅・南砂町駅間構築占用位置調査工事 平成 9年度

日比谷線ほか２線占用申請原図作成その他工事 平成 9年度

神楽坂駅・九段下駅間ＡＢ線軌道調査、設計工事 平成 9年度

葛西駅・西船橋駅間基準点補修工事 平成 9年度

放射１０号立体交差新設工事に伴う南北線王子複線シールド水準その他工事 平成 9年度

首都高速道路王子線建設に伴う南北線飛鳥山単線シールド水準工事その２工事 平成10年度

７号線麻布・溜池山王間軌道測量工事 平成10年度

有楽町線占用申請図作成その他工事 平成10年度

放射１０号立体交差新設工事に伴う南北線王子複線シールド水準測量その２工事 平成10年度

７号線白金台・麻布間ほか１箇所軌道測量工事 平成11年度

南砂町駅・浦安駅間基準点補修工事 平成11年度

中野車両基地測量 平成11年度

深川車両基地内分岐器改良に伴う調査測量工事 平成11年度

日比谷線上野駅ＡＢ線線形変更に伴う調査測量工事 平成11年度

上野車両基地分岐器改良に伴う調査測量工事 平成11年度

放射１０号立体交差新設工事に伴う南北線王子複線シールド水準測量その２工事 平成11年度

千代田線霞ヶ関駅昇降機設置に伴う建築実施設計工事 平成11年度

行徳車庫分岐器改良測量 平成12年度

半蔵門線永田町・水天宮間水準標取付 平成12年度

丸ノ内線騒音緩和設備工事に伴う小石川車両基地配線替え調査測量工事 平成12年度

綾瀬駅・北千住駅間水準測量その１工事 平成13年度

半蔵門線占用申請図作成その他工事 平成13年度

日比谷線、千代田線水準測量その他工事 平成13年度

綾瀬駅北千住駅間水準測量その２工事 平成14年度

市街地再開発事業に伴う丸ノ内線御茶ノ水駅・淡路町駅間坑内測量その他業務 平成15年度

綾瀬駅・北千住間水準測量その３業務 平成15年度

南北線バラスト道床部軌道基準標設置工事 平成15年度

綾瀬駅・北千住駅間水準測量業務        平成16年度

東京都　建設局　第六建設事務所 道路敷地調査測量（その１） 平成 2年度

東京都　衛生局 旧消毒所足立支所敷地に係る境界石設置に関する委託について 平成 2年度

東京都　住宅局 足立区六月一丁目５５６番境界確定・面積測量 平成 3年度

豊島区千早四丁目４６番面積測量 平成 4年度

足立区六月一丁目５５６番図面作成 平成 4年度

東京都　足立区役所 道路水路区域標示図作成測量委託　　単価契約 平成 2年度

道路台帳現況平面図等の作成及び補正委託 平成 2年度

道路水路区域標示図作成測量委託 平成 2年度

単価契約 平成 3年度

道路台帳現況平面図等の作成及び補正委託 平成 3年度

道路水路区域標示図作成測量委託 平成 3年度

都市計画事業等代替地実測求積図作成測量委託 平成 4年度

足立区しまね園用地の測量図作成委託 平成 4年度

道路水路区域標示図作成測量委託（単価契約）堀ノ内 平成 4年度

都市計画道路補正台２５１号線用地測量委託その２ 平成 5年度

道路水路区域標示図作成測量委託（単価契約）江北六丁目 平成 5年度

道路台帳現況平面図等の補正委託・下水地区 平成 5年度

道路区域標示図作成測量委託（単価契約）本木町 平成 5年度

道路水路区域標示図作成測量委託 平成 5年度

道路区域標示図作成測量委託（単価契約）六月二丁目 平成 5年度

道路水路区域標示図作成測量委託（単価契約）六月四丁目～神明二丁目 平成 6年度

日暮里・舎人線関連用地実績求積図作成測量委託 平成 6年度

高齢者複合施設「六月」の測量委託 平成 6年度

道路水路区域標示図作成測量委託（単価契約）足立区江北四丁目 平成 6年度

道路水路区域標示図作成測量委託 平成 6年度

橋梁現況調査委託 平成 6年度

道路水路区域標示図作成測量（単価契約）青井二丁目 平成 7年度

道路水路区域標示図作成測量（単価契約）江北二丁目 平成 7年度

道路台帳現況平面図等の補正 平成 8年度

道路水路区域標示図作成測量 平成 8年度

西新井本町四丁目～一丁目（単価契約） 平成 8年度

足立区西新井本町四（測量・単価契約） 平成 8年度

足立区江北二丁目（測量・単価契約） 平成 8年度

足立区千住宮本町２８～２０（測量・単価契約） 平成 8年度

足立区千住東一丁目～千住仲町（測量・単価契約） 平成 8年度

堀之内北公園公園台帳図面作成委託（その１） 平成 8年度



■測量業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東京都　足立区役所 足立区千住河原町（測量・単価契約） 平成 8年度

道路水路区域標示図作成委託（単価契約） 平成 9年度

補助第２５８号線綾瀬車庫用地測量委託 平成 9年度

道路水路区域管理図作成測量委託 平成10年度

道路区域標示図作成（単価契約） 平成11年度

区域標示図作成委託（単価契約） 平成12年度

区域標示図作成委託（街路課） 平成12年度

道路水路区域標示図作成（単価契約） 平成13年度

道路水路区域表示図作成 平成14年度

道路水路区域管理図作成測量委託(道路管理課委託第８号) 平成15年度

道路設計委託（東部委託第２３号） 平成15年度

３線横断道路用地測量委託 平成15年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託 平成16年度

道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第９号） 平成17年度

都市計画事業等代替他測量委託 平成17年度
道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託(単価契約)(綾瀬六丁目地内) 平成18年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約） 平成19年度

道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第９号） 平成20年度

道路台帳現況平面図等の補正委託・測量製図 平成20年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）（加平三丁目ほか１か所） 平成20年度

道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第５号） 平成21年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(本木東町) 平成21年度

足立区竹ノ塚駅周辺地区駅前広場及び街路等測量委託 平成22年度

道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第５号） 平成22年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(興野二丁目) 平成23年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(興野二丁目) 平成23年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(興野二丁目その２) 平成23年度

道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第５号） 平成24年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(綾瀬三丁目) 平成24年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(平野二丁目) 平成24年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(扇三丁目) 平成25年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(梅島三丁目) 平成26年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(梅田五丁目) 平成27年度

道路水路区域標示図及び道路水路区域管理図作成委託（単価契約）(東伊興三丁目) 平成27年度

東京都　足立区土地開発公社 舎人新線関連用地実測求積図作成測量委託 平成 2年度

公園用地実測求積図作成測量委託 平成 2年度

特別区道（足立７号線）用地境界杭設置委託 平成 2年度

公園関連用地実測求積図作成測量委託 平成 3年度

足立区西綾瀬二丁目用地測量 平成 3年度

区立第十三中学校拡張用地測量 平成 4年度

足立区中川二丁目測量 平成 4年度

足立区舎人四丁目用地測量 平成 4年度

足立区六月二丁目用地測量（単価契約） 平成 5年度

公園拡張用地実測求積図作成測量委託 平成 5年度

足立区綾瀬７丁目５２０－１外５筆 平成 5年度

道路水路区域標示図作成測量委託（単価契約）六月二丁目 平成 6年度

足立区北加平町１８６番外２筆 平成 6年度

西加平二丁目用地測量 平成 7年度

東京都　足立区水と緑の公社 保木間せせらぎの道現況調査及び図面作成委託 平成 4年度

堀之内北公園台帳図面作成委託 平成 8年度

東京都　板橋区役所 道路工事に伴う測量・設計委託（５） 平成 3年度

東京都　中央卸売市場 足立市場用地測量委託 平成10年度

千葉県　千葉市役所 幕張町３号線他１試掘調査委託 平成 9年度

静岡県清水工業高等学校 平成１６年度　静岡県立清水工業高等学校・静岡県立清水南高等学校　用地測量業務委託 平成16年度

メトロ開発（株） 東西線用地境界管理図作成（その１） 平成 2年度

東西線用地の境界標埋設（その１） 平成 2年度

千代田線用地管理図作成測量調査（その１）等 平成 3年度

千代田線用地管理図作成測量（その２）等 平成 4年度

埼玉高速鉄道赤羽岩淵～浦和市東部間構造物位置座標計算 平成 6年度

丸の内線現況測量及び管理図作成測量委託（その１）等 平成 6年度

丸の内線管理図作成（その２）等 平成 7年度

丸の内線管理図作成（その３） 平成 8年度

丸の内線用地管理図作成（その４）等 平成 9年度

銀座線その他用地管理図作成等 平成10年度

有楽町線その他用地現況調査等 平成10年度

北千住駅付近現況平面修正測量 平成11年度

浦安駅現況測量調査 平成11年度

有楽町線その他用地管理図作成（その１）等 平成11年度

東陽町他１箇所用地測量 平成12年度

有楽町管理図作成（その２） 平成12年度

半蔵門線その他用地現況調査（その１） 平成13年度

有楽町線その他用地管理図作成（その３）等 平成13年度

半蔵門線その他用地管理図作成（その１）等 平成14年度

南北線その他用地管理図作成等 平成15年度

（株）メトロレールファシリティーズ 東葉高速鉄道の構築変状調査 平成 8年度

鷺沼車両基地留置線１１線化に伴う設計調査 平成11年度

恵比寿駅・中目黒間ＡＢ線線形調査 平成12年度

虎ノ門・銀座駅間ほか１箇所軌道改良に伴う調査設計工事 平成13年度

赤坂見附駅・四谷駅間A線軌道改良に伴う調査設計工事 平成13年度

丸の内線ほか１線軌道改良に伴う調査設計業務 平成14年度

丸ノ内線ほか１線軌道更新工事改良に伴う調査設計業務 平成15年度

霞ヶ関駅・赤坂見附駅間軌道更新工事に伴う調査設計業務 平成16年度

丸ノ内線中野車両基地内冠水に伴う現況調査測量業務 平成17年度



■測量業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

東葉高速鉄道（株） 西八千代車庫路床、擁壁変動調査その１ 平成 3年度

西八千代車庫路床、擁壁変動調査その２ 平成 4年度

西八千代車庫路床・擁壁変動調査その３ 平成 5年度

西八千代車庫路床・擁壁変動調査その４ 平成 6年度

西八千代車庫路床・擁壁変動調査その５ 平成 7年度

構造物水準鋲設置調査他 平成 8年度

建造物変状調査その２ 平成10年度

建造物変状調査その３ 平成13年度

建造物変状調査その４ 平成15年度

建造物変状調査その５工事 平成17年度
建造物変状調査その６工事 平成19年度

東海神駅用地測量及び求積図作成業務 平成19年度

車両基地軌道基準点測量工事 平成20年度

沿線宅地開発に伴う黒沢擁壁区間（１５ｋ５５０ｍ付近）測量工事 平成20年度

建造物変状調査その８工事 平成23年度

建造物変状調査その９工事 平成25年度

建造物変状調査その10工事 平成27年度

（株）岩城組 中坊縦横断測量及び図面作成 平成11年度

Ｍ－３プロジェクト 地下構造物測量 平成11年度

ニュージャパンコンサルタンツ（株） 台東区上野五丁目、千代田区外神田三丁目付近再構築調査設計（測量のみ） 平成 9年度

はやし・安川ＪＶ 足立区内下水道工事に伴う境界再現測量 平成 6年度

フジタ工業（株） 営団近接工事に伴う構内水準測量 平成 2年度

ユニオン建設（株） 西八千代車庫中心線測量 平成 2年度

東葉鉄道軌道中心・縦横断測量（八千代台） 平成 4年度

東葉鉄道軌道中心・縦横断測量（坪井） 平成 4年度

東葉鉄道軌道中心・縦横断測量 平成 4年度

東葉鉄道軌道中心・縦断測量一式（３） 平成 5年度

遠藤建設（株） 足立区綾瀬六丁目地先樹木調査 平成 8年度

足立区綾瀬六丁目地先基準点測量調査工事 平成 8年度

株本建設（株） 足立区西新井四・五丁目境界標（金属標）設置 平成 6年度

関東測量設計（株） 道路台帳現況平面図等の作成及び補正委託 平成 3年度

道路台帳現況平面図等の補正委託・Ⅰ 平成 6年度

戸田建設（株） （仮称）西池袋共同ビル新築工事に伴う水準測量 平成 4年度

（仮称）西池袋共同溝新築工事に伴う水準測量 平成 5年度

（株）鴻池組 敷地境界測量工事 平成 2年度

三井建設（株） 丸新本社ビル新築工事に伴う１級水準測量 平成 3年度

丸新本社ビル新築工事に伴う１級水準測量工事 平成 4年度

潤生興業（株） 赤坂見附駅、虎ノ門駅間中心測量 平成 2年度

勝村建設（株） 上水道工事事前境界測量 平成11年度

東綾瀬付近区域境界再現測量 平成12年度

神光工業（株） 中野車両基地配線替え測量設計 平成12年度

清水建設（株） 地下鉄構内１級水準測量 平成 2年度

プラザ広尾新築工事に伴う１級水準測量 平成 3年度

永田町二丁目地区開発計画に伴う調査水準測量工事 平成 3年度

足立建設工業（株） 足立区江北四丁目区域決定図作成測量他 平成 9年度

足立区江北２，４丁目区域決定図作成測量 平成10年度

大成・清水JV 野村ビル新築工事に伴う水準測量工事 平成 3年度

大成建設（株） 警視庁新宿警察署庁舎その他改築工事に伴う水準測量その他工事 平成 2年度

野村ビル新築工事に伴う水準測量工事 平成 4年度

小舟町Ｆビル水準測量 平成 5年度

大成建設他４社 小舟町Ｆビルディング新築工事に伴う水準測量工事 平成 4年度

（株）大坪コンサルタント 道路台帳現況平面図等の補正委託Ⅱ 平成 5年度

大木建設（株） 江北四丁目９・１０番地先境界標設置 平成 8年度

（株）大林組 西八千代車庫測量 平成 2年度

足立区境界点調査測量委託 平成 3年度

第一測量設計（株） 道路台帳現況平面図等の補正委託・下水地区 平成 4年度

池田建設（株） 飯能Ｇ高麗芝改修工事のうち現況測量工事 平成 4年度

（株）竹中工務店 日本長期信用本店ビル新築工事に伴う水準測量その他工事 平成 2年度

日本長期信用銀行本店ビル新築工事に伴う水準測量その他工事 平成 3年度

竹中工務店(CDP) 地下鉄構内水準測量 平成 2年度

中央技研（株） 道路台帳現況平面図等の作成及び補正委託・下水地区 平成 6年度

東京電力（株） 国１麻布共同溝工事（その２）のうちE-8分岐工事に伴う測量業務委託 平成 9年度

東日本航空（株） 上野広小路、仲御徒町駅２１６０１中心線測量縦横断測量 平成 2年度

湯浅建設（株） 東西線西葛西地区敷地測量（再現測量及び境界石埋設） 平成 2年度

日観興業（株） 新田二丁目河川敷縦横断測量 平成 2年度

新田二丁目河川敷（平面測量・縦横断測量） 平成 3年度

白石・大豊ＪＶ 晴海通り管路新設工事に伴う道路変状測定 平成 3年度

飛島建設（株） 構内水準測量他 平成 2年度

茅場幹線その１工事に伴う水準測量その他工事 平成 2年度

計測工（丸ノ内線） 平成 3年度

茅場町幹線地下鉄構内水準測量他 平成 3年度

営団構内測量 平成 4年度

茅場町幹線地下鉄構内水準測量 平成 4年度

柳生建設（株） キャニオンマンション綾瀬に伴う道路協会測量 平成 3年度

交通建設（株） 新橋駅・銀座駅間Ｂ線コンクリート道床軌道更新その他工事 平成14年度
三井不動産販売（株） 広尾地区用地測量 平成20年度

ジオ・サーチ（株） 東郷通り測量・埋設物調査業務 平成22年度



■情報システム
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

国土交通省　東京国道事務所 電線類地中化管理検討業務委託 平成16年度

静岡県教育委員会 平成１６年度高校生自転車通学危険箇所マップ作成業務委託 平成16年度
自転車通学路危険箇所MAP修正作業                                                                     平成19年度

平成１６年度グリーン･ツーリズム地域活動データ―ベース作成業務 平成16年度

静岡県ユニバーサル園芸データベース作成業務委託 平成16年度

平成１６年度旧市町村別白地図作成業務 平成16年度
静岡県農山漁村交流居住ホームページ作成業務 平成18年度

（株）大塚商会 建築工事図面電子データ化業務委託 平成19年度

工事図面電子データ化業務委託（関連事業部） 平成19年度

178駅歩車道境界線、官民境界線図面化業務 平成20年度

東京メトロ建築確認申請書類ＤＢ化作業 平成20年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２１年度） 平成21年度

建築工事図書電子データ化 平成22年度

平成２３年度　建築工事図書電子データ化業務 平成23年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２４年度） 平成24年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２５年度） 平成25年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２６年度） 平成26年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２7年度） 平成27年度

NTTインフラネット（株） ＮＴＴ既設設備有効利用検討作業 平成18年度

国土交通省無電柱化データベースのリンク化及び描画作業 平成18年度

平成１９年度無電柱化データベース精査業務 平成19年度

Ｈ２１無電柱化データベースリンク化作業 平成21年度

通信土木コンサルタント（株） 地域別とう道図面管理データベースDEMO版構築業務 平成18年度

仙台市無電柱化マスタープラン作成業務 平成18年度

既存ストック活用の基本検討及び調査委託業務 平成18年度

郡山市、秋田市無電柱化マスタープラン作成業務委託 平成18年度

東京コアエリア提案資料作成業務 平成18年度

Ｈ１９年度既存ストック活用検討ＰＴ業務 平成19年度

電線共同溝委託工事を円滑に推進するためのＢＰＲに関する調査検討業務 平成19年度

無電柱化事業に係る調査業務地中化マップ作成他 平成19年度

ＫＭＣデータ作成用Ｅｘｃｅｌ、ＣＳＶ出力Ｅｘｃｅｌアドインツール 平成23年度

（株）メトロレールファシリティーズ 鋼製橋りょうに関する三次元モデル及びデータベース作成業務（報告書の電子データ化） 平成21年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２１年度） 平成21年度

平成２２年度建築工事図書電子データ化業務委託 平成22年度

鋼製橋りょうに関する三次元モデル及びデータベース作成業務（報告書の電子データ化） 平成22年度

建築工事図書電子データ化業務（委託） 平成23年度

鋼製橋りょうに関する三次元モデル及びデータベース作成業務（報告書のＰＤＦ化） 平成23年度

鋼製橋りょうに関する三次元モデル及びデータベース作成業務（報告書のＰＤＦ化） 平成24年度

建築工事図書電子データ化業務委託（平成２４年度） 平成24年度

駅・建物等保守管理業務 平成25年度

駅・建物等保守管理業務 平成26年度

駅・建物等保守管理業務 平成27年度

■視覚化資料作成
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

静岡県立静岡南高等学校 静岡市地域連絡会　自転車通学危険箇所MAPポスター作成業務 平成17年度

（株）協和エクシオ 長野原町資源リサイクル畜産環境整備事業視覚化資料作成 平成15年度

東池袋254号次世代型電線共同溝検討案作成業務 平成16年度

洗足駅前商店街無電柱化アニメーション作成業務 平成16年度

飛島建設（株） しづおか国際園芸博駐車場整備ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料作成 平成13年度

大東大ラグビー場改修パース 平成16年度

（株）サンエーサンクス アマダフォーラム会議室ＣＧパース作成 平成22年度

■パンフレット等作成業務
発　注　先 件　　　　　　　　　　名 年度

（株）大洋社 大洋社戸田流通センタープレゼン資料作成          平成14年度

NTTインフラネット（株） 次世代電線共同溝共用FAパンフレット作成業務 平成15年度
電線共同溝（通信系)共用FA方式＋一管セパレート方式パンフレット作成業務委託 平成20年度

電線共同溝（通信系)共用FA方式＋一管セパレート方式パンフレット作成業務委託 平成22年度

（株）サンレック 日本レジン製品協会パンフレット作成業務 平成15年度
パンフレット用写真編集作業 平成19年度

（株）協和エクシオ 「電線共同溝」パンフレット作成  平成16年度

（社）電信電話工事協会 工事協会教室展示用パネル作成業務 平成16年度
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