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（株）長谷工コーポレーション 神戸工業高校跡地マンション計画 開発許可 神戸市 18,000㎡ 2013年

神戸市建設局 三宮駅周辺歩道段差解消工事詳細設計業務 道路設計 神戸市 L=410m 2013年

神戸市建設局 平成24年度中部管内大型案内標識設置工事詳細設計 大型案内標識設置設計 神戸市 ６箇所 2012年

コストコホールセールジャパン（株） COSTCO三木デポ造成計画 開発許可 三木市 193,000㎡ 2012年

上郡町 上郡町給食センター 開発許可 神戸市 3,400㎡ 2012年

川崎地質（株） 何有荘擁壁設計 擁壁設計 京都市 L=90m 2012年

神戸市都市計画総局 六甲道駅北地区電線共同溝引継図書作成業務 電線共同溝設計 神戸市 L=1,400m 2011年

神鋼不動産（株） 塚口町２丁目住宅計画 事前協議 尼崎市 1,400㎡ 2011年

（株）フジタ ゆりのき台宅地造成計画 開発許可 三田市 25,000㎡ 2011年

山陽電気鉄道（株） 小束山南大規模店舗宅地造成設計 開発許可 神戸市 26,000㎡ 2010年

神戸市都市計画総局 丸山小学校新築計画に伴う開発申請設計業務 開発許可 神戸市 10,500㎡ 2009年

（株）ハマダコンフェクト 加古川南工場新築計画 開発許可 加古川市 21,000㎡ 2009年

（株）フジタ 西区樫野台開発計画 開発許可 神戸市 65,000㎡ 2008年

（株）明神 丸誠重工業跡地開発計画 開発許可 播磨町 105,000㎡ 2008年

大和ハウス工業（株）他５社 上津台住宅地設計開発登記移管業務 開発許可 神戸市 120,000㎡ 2008年

近畿菱重興産 SCM小野試験場開発基本設計業務 開発許可 小野市 201,000㎡ 2007年

世紀東急工業（株） 藤原台中町宅地開発業務 開発許可 神戸市 65,000㎡ 2007年

明石土建工業（株） 朝霧台造成計画 開発許可 神戸市・明石市 7,900㎡ 2006年

JFEシビル（株） 津田サイエンスヒルズ工場開発設計業務 開発許可 枚方市 8,300㎡ 2006年

（株）長谷工コーポレーション 兵庫区明和通計画 集合住宅等建設協議 神戸市 4,400㎡ 2006年

吉田建設（株） 五色山開発計画 開発許可 神戸市 3,900㎡ 2006年

発注者（敬称略） 物　　件　　名 業務内容 建設地 規　　模 設計年
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大和ハウス工業（株） 有野中町３丁目造成計画 開発許可 神戸市 2,200㎡ 2017年

神戸市住宅都市局 市営唐櫃台集合住宅協議 開発許可 神戸市 51,000㎡ 2017年

山陽電気鉄道（株） 小束山マツダ南土地開発計画 開発許可 神戸市 1,100㎡ 2016年

（株）渡辺建築事務所 複産団地　神戸テックセンター開発計画 開発許可 神戸市 7,500㎡ 2016年

神戸市住宅都市局 市営桜の宮住宅建替事業（２期）開発申出書作成 開発申出 神戸市 43,000㎡ 2016年

（株）長谷工コーポレーション 西宮市浜甲子園計画 まちづくり条例 西宮市 6,000㎡ 2016年

山陽電気鉄道（株） 小束山南地区（西ブロック）開発計画 開発許可 神戸市 9,700㎡ 2016年

大和ハウス工業（株） ガーデンシティ舞多聞５３街区宅地開発事業 開発許可 神戸市 23,000㎡ 2016年

（株）創建設計事務所 セブンイレブン稲美国岡店建替工事 開発許可 稲美町 1,600㎡ 2016年

神戸市教育委員会 垂水・青陽西支援学校新築工事造成設計 開発協議 神戸市 25,000㎡ 2015年

（株）岡工務店 摩耶山天上寺大師堂等造成工事計画 造成検討業務 神戸市 20,000㎡ 2015年

神戸市住宅都市局 市営唐櫃台・唐櫃住宅建替事前協議 事前協議 神戸市 51,000㎡ 2015年

（株）竹中土木 ルナ三田ウッディタウンあかしあ台Ⅲ 開発許可 三田市 24,000㎡ 2015年

オリエンタル製靴（株） 淡路工場新築に伴う開発設計 開発許可 淡路市 6,000㎡ 2015年

大和ハウス工業（株） 学園南ガーデンシティ舞多聞地区 開発許可 神戸市 45,000㎡ 2014年

（株）長谷工コーポレーション 井吹台計画 集合住宅等建設協議 神戸市 10,000㎡ 2014年

（株）ジェイズコーポレーション ドン・キホーテ箕面牧落店計画 まちづくり条例 箕面市 2,900㎡ 2014年

神鋼不動産（株） 南落合寮跡地戸建計画 開発許可 神戸市 5,400㎡ 2014年

神戸市都市計画総局 市営東多聞台住宅建替基本計画 基本計画 神戸市 52,000㎡ 2013年

（株）創建設計事務所 セブンイレブン神戸市明神町店新築工事 開発許可 神戸市 1,300㎡ 2013年

神鋼不動産（株） 垂水高丸社宅跡地造成計画 開発許可 神戸市 1,500㎡ 2013年

発注者（敬称略） 物　　件　　名 業務内容 建設地 規　　模 設計年
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大和ハウス工業（株） 御影山手水道管設計 新設設計 神戸市 25,000㎡ 2020年

神戸市水道局 北(甲栄台３丁目他)配水管取替工事設計業務 配水管取替・新設設計 神戸市 L=1200m,200m,1600m 2020年

大和ハウス工業（株） 東灘区西岡本５丁目開発申請業務 開発許可 神戸市 1,700㎡ 2020年

（株）竹中土木 トリヴェール和泉造成計画 開発許可 和泉市 61,200㎡ 2020年

（株）長谷工コーポレーション 浜甲子園Ⅲ-B1計画 開発許可 西宮市 7,100㎡ 2020年

神鋼不動産（株）・阪急阪神不動産（株） 名谷南センターリニューアル事業 開発許可 神戸市 9,700㎡ 2020年

神戸新交通（株） 令和元年度六甲アイランド線走行路改良設計業務 修正線形設計 神戸市 10箇所 2019年

神戸市水道局 須磨(白川台)配水管取替工事N0.4設計業務 配水管取替・新設設計 神戸市 L=700m,150m 2019年

アーク不動産（株） 芦屋高校跡地開発変更許可申請 開発変更許可 芦屋市 17,000㎡ 2018年

（株）長谷工コーポレーション 芦屋市西蔵町計画 開発許可 芦屋市 4,200㎡ 2018年

（福）コロロ学舎加古川 加古川志方園開発申請業務 開発許可 加古川市 3,600㎡ 2018年

神鋼不動産（株） 南落合１丁目造成計画 開発許可 神戸市 800㎡ 2018年

大和ハウス工業（株） 大久保町山手台造成計画 開発許可 明石市 900㎡ 2018年

（株）坂倉建築研究所 香櫨園小学校開発協議及び運動場整備設計 道路・造成設計 西宮市 17,000㎡ 2018年

兵庫県住宅供給公社 県営明舞団地集合住宅協議 集合住宅等建設協議 神戸市 45,000㎡ 2018年

（株）坂倉建築研究所 春風小学校新築工事に伴う設計申請業務 道路・造成設計 西宮市 15,000㎡ 2017年

（株）長谷工コーポレーション 須磨区大池計画 開発許可 神戸市 12,000㎡ 2017年

神鋼興産建設（株） 神戸発電所2基雨水排水基本計画業務 雨水排水設計 神戸市 180,000㎡ 2017年

菱重プロパティーズ（株） 宝塚市千種町４丁目戸建分譲住宅 開発許可 宝塚市 3,300㎡ 2017年

（株）竹中土木 藤原台南町５丁目宅地造成設計申請 開発許可 神戸市 45,000㎡ 2017年

菱重プロパティーズ（株） 長田区片山町４丁目戸建分譲住宅 開発許可 神戸市 1,000㎡ 2017年

発注者（敬称略） 物　　件　　名 業務内容 建設地 規　　模 設計年



神戸市建設局 神戸三木線(車字竹ノ下-西脇)歩道予備設計業務 道路設計 神戸市 L=180m 2020年

発注者（敬称略） 物　　件　　名 業務内容 建設地 規　　模 設計年


