
近年の業務実績　＜測量・補償調査＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015
東北農政局西奥羽土地改
良調査管理事務所

秋田県
平成27年度
国営土地改良事業地区調査八郎潟地区幹線用水路路線測量業務

2015 岩手県県北広域振興局 岩手県 一級河川安比川筋二戸市福田地区ほか河川測量業務委託

2014
近畿地方整備局
九頭竜川ダム統合管理事
務所

福井県 真名川ダム境界杭測量調査業務

2014
近畿農政局
大和紀伊平野農業水利事
務所

奈良県
大和紀伊平野農業水利事業
県営曽我川工区東部幹線（Ⅰ期）その10他家屋事前・事後調査等業務

2014
近畿地方整備局
淀川河川事務所

京都府 桂川改修事業久我地区用地測量業務

2014
京都府大野ダム管理事務
所

京都府 大野ダム整備業務委託（堆砂測量）

2014 兵庫県加古川土木事務所 兵庫県 （国）2号和坂拡幅　物件調査等業務委託（その3）

2013
京都市桃山東
第二土地区画整理組合

京都府 桃山東第二地区　出来形確認測量及び公共施設引継図書作成業務

2013
近畿地方整備局
淀川河川事務所

京都府 淀川河川事務所京都地域測量業務

2013
東海農政局
木曽川水系土地改良調査
管理事務所

愛知県 矢作川総合第二期地区　明治幹線中井筋他測量業務

2013
東北農政局
和賀中央農業水利事業所

岩手県 和賀中央農業水利事業　黒清水導水路他測量業務

2013
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理
事務所

山形県
平成25年度国営土地改良事業地区調査
最上川下流左岸地区地形図作成業務

2013 京都府南丹土木事務所 京都府
南25５単災（河川）第1499号の2の9
管内一円（栢原川）単独災害復旧（河川）業務委託

2013
近畿農政局
大和紀伊平野農業水利事
務所

奈良県
平成25年度大和紀伊平野農業水利事業
大和平野団体営金剛工区北窪佐味線その2他家屋事後調査等

2013
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事
務所

香川県
平成25年度　国営地区調査香川用水二期地区
空中写真撮影業務

2013
近畿農政局
大和紀伊平野農業水利事
務所

奈良県
平成25年度大和紀伊平野農業水利事業（二期）
大和平野県営曽我川工区東部幹線（Ⅰ期）その9他家屋事前調査等業務

2013
近畿地方整備局
奈良国道事務所

奈良県 大和北道路大和郡山市平和地区他用地測量等業務

2013 京都府南丹土木事務所 京都府
南丹25地振河第1085号の2の5
本梅川地域振興河川業務委託

2013
国土交通省
国土地理院近畿地方測量
部

滋賀県 国土調査に伴う基準点測量（滋賀県野洲地区外3地区）

2013 京丹後市 京都府 平成25年度　上宇川地区地形図作成業務　25農林第4－3号

2013 兵庫県宝塚土木事務所 兵庫県
河促都総　第7500－5－Ｓ03号
（一）淀川水系　猪名川　家屋事前調査業務委託

2012 斑鳩町 奈良県 第2号　震災等緊急雇用対応事業　水路現況調査業務委託

2012
東北農政局
仙台東土地改良建設事業
所

宮城県 仙台東特定災害復旧事業　六郷地区基準点測量業務

2012
近畿農政局
大和紀伊平野農業水利事
務所

奈良県
平成24年度大和紀伊平野農業水利事業（二期）
大和平野団体営金剛工区北窪佐味線その2他家屋事前調査等業務
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近年の業務実績　＜測量・補償調査＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2012 京丹後市 京都府 24京丹下特委第2－2号　大宮処理区下水道管渠測量業務その1

2012 葛城市 奈良県 葛城市公共下水道汚水ます調査業務委託

2012
東北農政局
田沢二期農業水利事業所

秋田県
平成24年度　田沢二期農業水利事業
第二田沢幹線用水路大相沢トンネル～杉の沢開渠工測量業務

2012 里庄町 岡山県 里公下委第2号　地形図作製業務

2012
北陸農政局
信濃川水系土地改良調査
管理事務所

新潟県
国営土地改良事業地区調査
関川二期地区　幹線用水路他測量業務

2012
滋賀県東近江地域振興局
建設管理部

滋賀県
平成24年度　第5－3号
近江八幡能登川線都市計画街路調査委託

2012 橿原考古学研究所 奈良県 京奈和自動車道蛇穴北地区（北）空中写真測量業務

2012 名古屋市 愛知県 都市計画道路東郊線路線測量業務委託

2012 兵庫県豊岡土木事務所 兵庫県
通常砂防　第4003－6－Ｓ01号
（砂）椎谷川他　家屋事前調査委託

2012 与謝野町 京都府 24与道橋総委第1号　道路台帳等補正業務委託

2011
中部地方整備局
名古屋国道事務所

愛知県 平成23年度　名古屋国道管内道路台帳附図作成業務

2011 葛城市 奈良県 緊急雇用創出事業　葛城市公共下水道汚水ます調査業務委託

2011 国土交通省国土地理院 新潟県
東北地方太平洋沖地震に伴う精密測地網高度地域基準点測量
（新潟中部地区）

2011 国土交通省国土地理院 宮城県 復旧・復興補助基準点測量（宮城県仙台宮城野Ｂ地区）

2011 四日市市 三重県 霞ヶ浦羽津山線建物調査等業務委託

2011
東海農政局
新濃尾農地防災事業所

愛知県 新濃尾（二期）地区宮田導水路扶桑町小渕地区他建物等事前調査業務

2011
和歌山県
那賀振興局建設部

和歌山県
平成22年度　道改交金　第109号－2
岩出野上線道路改良建物調査業務

2011
滋賀県湖東地域振興局
建設管理部

滋賀県
平成23年度　第Ｂ502－2号
大津能登川長浜線　補助道路整備用地調査等業務委託

2011 京都府警察本部 京都府 京都府警ヘリポート測量業務

2010
近畿農政局
大和紀伊平野農業水利事
務所

奈良県
平成21年度大和紀伊平野農業水利事業
大和平野幹線水路及び支線水路等（大和平野平面図作成）

2010
東海農政局
新濃尾農地防災事業所

愛知県
新濃尾（二期）地区
宮田導水路1号サイホン部他建物事前調査等業務（その2）

2010 国土交通省 京都府 京都府京都市における平成２２年度都市部官民境界基本調査業務

2010 与謝野町 京都府 22与特下委第２号　特定環境保全公共下水道測量調査業務

2010
都市再生機構
西日本支社

大阪府 22-門真市本町地区近隣家屋（事前・事後)調査業務

2010
兵庫県
豊岡土木事務所

兵庫県 県砂緊急第0-0-Ｓ17号　（砂）粟谷川用地測量業務
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2010 奈良市 奈良県 下水道台帳整備業務委託

2009
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

京都府 丹波綾部道路工事用道路測量業務

2009 京都府山城南土木事務所 京都府
八幡宮谷川通常砂防（道路）業務委託
【山南20通常砂（道）第2829号の2の1】

2009 京都府中丹東土木事務所 京都府 中東21道維管委第１号　小浜綾部線他　道路維持管理業務委託　他

2009
国土交通省国土地理院
近畿地方測量部

兵庫県 国土調査に伴う基準点測量作業（兵庫県豊岡地区外1地区）

2009
中国四国農政局
那賀川農地防災事業所

徳島県
那賀川（二期）農地防災事業
北岸幹線水路（その7）工事他建物事前調査等業務

2009 多賀町 滋賀県 平成21年度(建)第11号　町道久徳中川原線　建物調査業務委託

2009
和歌山県東牟婁振興局新
宮建設部

和歌山県
平成21年度交安交金第237号
那智山勝浦線地方道路交付金交通安全調査業務

2008 与謝野町 京都府 20与特下委第１号　特定環境保全公共下水道測量調査業務

2008
近畿地方整備局和歌山河
川国道事務所

和歌山県 紀北西道路枇杷谷・豊田地区用地測量等業務

2008
中部地方整備局愛知国道
事務所

愛知県 平成20年度302号西北部大治地区路線測量

2008
京都府丹後土地改良事務
所

京都府
平成20年度　府営農業生産法人等育成緊急整備事業
森本地区境界確定測量業務(その1)

2008
平群町平群駅西
土地区画整理組合

奈良県
平成19年度平群駅西
土地区画整理に伴う建物移転補償調査業務(その3ー2)

2008 和歌山市 和歌山県 湊南2号雨水幹線工事その1家屋事後調査業務委託

2008 多賀町 滋賀県 平成20年度（下委）第3号多賀町公共下水道下水道台帳調製業務委託

2007
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

京都府 丹波綾部道路2工区瑞穂地区用地測量等業務

2007
近畿地方整備局
紀南河川国道事務所

和歌山県 平成19年度奥瀞道路(2期)測量業務

2007
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 平成19年度京都地域単価契約測量作業

2007 多賀町 滋賀県 平成19年度(下委)第３号多賀町公共下水道下水道台帳調製業務委託

2007 葛城市 奈良県 葛城市公共下水道台帳作成業務委託

2007 京都府道路公社 京都府
19補道新第１号の2-3　鳥取豊岡宮津自動車道(宮津野田川道路)
道路新設工事(補助)路線測量業務委

2007 奈良市 奈良県 下水道台帳整備業務委託

2007 兵庫県姫路土木事務所 兵庫県 連立関公9004-1-S07 建物等調査算定業務委託(第13工区)

2007
九州農政局佐賀中部
農地防災事業所

佐賀県
平成19年度幹線水路（市の江川副線尼寺工区）工事に伴う
建物等事前調査（その３）業務

2007
和歌山県
海草振興局建設部

和歌山県
平成19年度国補電共第1号-2
和歌山野上線電線共同溝整備家屋調査業務

2007 日野町 滋賀県
平成19年度第59－委下2号
日野町特環公共下水道事業地形図作成業務曙団地工区
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2006
中部地方整備局庄内川河
川事務所

愛知県 平成18年度　庄内川航空写真図化業務

2006
大阪府
安威川ダム建設事務所

大阪府 安威川ダム用地測量業務委託(大岩地区その2)

2006
奈良県水道局
広域水道センター

奈良県 送水管路巡視点検及びマンホール保全点検委託

2006 由良町 和歌山県 由良町公共下水道事業工損調査業務

2006 (財)滋賀食肉公社 滋賀県 閉鎖と畜場損失補償調査業務委託

2005 日野町 滋賀県
平成17年度第58－委下3号
日野町公共下水道事業地形図作成業務第二工業団地工区

2005
近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務所

奈良県 国営飛鳥歴史公園航空写真撮影他業務

2005
大阪府
建築都市部公共建築室

大阪府
大阪府営枚方東牧野
第3期住宅(建て替え)建築工事第2次周辺建物等事前調査業務
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