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30 市町 町単独事業三倉川農業⽤取⽔路修繕測量設計業務委託
測量業務 11.6ｍ
⽤⽔導⽔路復旧設計 1式

30 国⼟地理院 三等三⾓点撤去及び現状回復業務 三等三⾓点撤去及び現状回復業務 １式

29 静岡県 農道整備（⼀般・樹園地）⾼天神３期地区測量委託その１
⽤地測量 0.006ha
２級基準点設置 １点

28 静岡県
基幹⽔利施設ストックマネジメント(対策)江間保全2期地区
測量設計委託その1

路線測量 １式 L=0.04km

28 市町 町単独事業町道⾚根円⽥線改築⼯事に伴う測量設計業務委託 路線測量 L=60m

28 市町 町⽴⻑泉⼩学校放課後児童会測量業務委託 測量業務 1式

27 市町村 ⽩隠の道整備事業市道2221線他4路線測量設計業務委託 路線測量 1式 L=0.49km

27 ⺠間 駿河平公園現況測量業務 地形・縦横断測量 １式

27 市町村 県道占⽤⼯事に係る道路台帳図修正作業（県道島⽥岡部線）
現況・占⽤平⾯図修正 18枚
道路幅員図修正 10枚

26 静岡県 ⼆級河川⼤賀茂川他河川台帳整備に伴う測量業務委託 測量業務 1 式 L=0.90km

26 市町村
団体営震災対策農業⽔利施設整備事業⽤⽔池耐震性点検調査
業務委託

測量業務 ため池 1箇所

26 国⼟交通省 沼津河川国道管内道路台帳付図作成業務 測量業務 1式

26 静岡県 （主）伊東修善寺線県単災害防除に伴う測量・設計委託 基準点測量・路線測量 1式 L=70m

26 静岡県 経営体育成基盤整備中郷地区測量設計委託その1 測量業務 L=0.20km

26 静岡県 獅⼦浜北洞第三県単砂防等調査（急傾斜）測量設計業務委託 路線測量 1式 L=0.15km

26 ⺠間 ⻘⾕地区残⼟処分場阿多古川河川測量設計業務 河川測量 1式

25 静岡県
ため池等整備（⽤排⽔） ⽶津排⽔路地区測量設計委託その
２

路線測量 L=1.20km
地下⽔⽔位調査 ２箇所

25 静岡県 （⼀）磐⽥⼭梨線 県単道路改築に伴う測量・設計業務委託 路線・⽤地測量  L=0.40km

25 静岡県
⼀級河川沼川広域河川改修事業（⽔の安全・安⼼） に伴う
測量業務委託（国道1号）

測量業務 1 式

25 市町村 森町公共下⽔道事業県道道路台帳修正業務委託 県道道路台帳修正 L=0.80km

30 静岡県
［第29-Ｓ1622-01号］修善寺A外総合流域防災（基礎調査）
【防災・安全交付⾦】に伴う区域測量業務委託（13-05）

区域測量    58箇所
引照点設置  58箇所
公図等の転写 328600㎡
指定図書作成  50箇所
区域指定図書作成（急傾斜地）50箇所

30 団体
 県営畑地帯総合整備事業加瀬沢地区 分筆登記・確定測量
（境界調査）業務委託

分筆・登記 51.8ha
境界調査 1式
打合せ 1業務

29 国⼟交通省 狩野川下流⻩瀬川⼤場川来光川流量観測業務 流量観測業務⼀式

29 静岡県
［第28-Ｋ2000-01号］⼀級河川沼川広域河川改修事業（防
災・安全交付⾦）に伴う測量業務委託（流量観測）

流量観測業務⼀式

29 静岡県
畑地帯総合整備（担い⼿⽀援）⻄浦みかん⾜保久料地区測量
設計委託その２

路線測量 0.54ｋｍ
⽤地測量 2.68ｋｍ
農道基本設計 0.54ｋｍ

29 市町 磐⽥市海岸防潮堤整備に伴う測量⽤地設計業務委託
路線測量 3.58㎞
海岸堤防整備設計 7.42㎞
⽤地測量 23.7ha

29 静岡県 障害防⽌（治⼭治⽔）東富⼠地区調査委託その３ 堤体変位量調査 ９箇所

29 市町
都市計画道路沼津南⼀⾊線道路改良⼯事に伴う地盤変動影響
調査（事前）業務委託

地盤変動影響調査（事前） 8棟
調査⽤地

空間計測
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29 中⽇本⾼速道路㈱ 新東名⾼速道路 ⽤沢地区迂回路⽴⽊調査業務
測量業務 １式
⽤地測量 0.12万m2
物件 ⽴⽵⽊調査 1.12千m2

29 静岡県 沼津市⼩諏訪地内国有農地境界測量業務 測量業務 １式

29 市町
駿河湾沼津スマートインターチェンジアクセス道路交通量調
査業務委託

交通量調査 １式

28 静岡県
東京オリンピック・パラリンピック⾃転⾞競技開催推進事業
に伴う交通量調査等業務委託

交通量調査⼀式

28 市町 新⾙地区⽤地測量業務委託 ⽤地測量 A=2.58ha

28 市町 オレンジタウン三輪団地汚⽔処理施設（管路）調査業務委託
管渠ＴＶ調査 L=1.2km
マンホール調査 38箇所

28 市町 ⻑泉町⾬⽔排⽔路調査業務（10排⽔区） 排⽔路調査 1式
27 静岡県 平成27年度経営体育成基盤整備中郷地区測量委託その1 ⽤地測量 1式 A=2.4ha

26 静岡県
集落基盤整備朝霧⾼原地区測量設計
委託その2

⽤地測量 1式 12箇所

26 ⺠間 新東名⾼速道路湯船地区⼯事⽤道路幅杭設置及び⽤地測量 ⽤地測量 L=500m

25 静岡県
狩野川⽀川古川外総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交
付⾦】事業に伴う基礎調査・区域測量業務委託

区域測量 35箇所

25 市町村 沼津市岡宮北⼟地区画整理事業⼟地分筆登記申請 業務委託 ⽤地測量  1式

27 市町村
箱根⼭御⼭組合･箱根⼭殖⼭林組合･箱根⼭禁伐林組合「⼟地
管理システム」再構築業務委託

[⼟地管理システム」再構築業務 １式

28 市町
箱根⼭御⼭組合･箱根⼭殖⼭林組合･箱根⼭禁伐林組合新⼟地
管理システム業務委託

新⼟地管理システム業務 1式

29 ⺠間
（国）136号東京五輪会場アクセス道路i-Construction測量
業務

起⼯測量 １式

30 ⺠間
磐⽥市防災無線（同報系）デジタル化整備⼯事に伴う地質調
査業務（平成２９年度実施分）

ボーリング調査 ７箇所
スウェーデンサンティング試験 ４箇所

30 市町 ⽶塚古墳群測量単点点群データ作成 横断測量 23本

30 市町 磐⽥市海岸防潮堤整備に伴う測量⽤地設計業務委託
路線測量 3.58㎞
海岸堤防整備設計 7.42㎞
⽤地測量 23.7ha

29 静岡県
鮎沢川⽔系外総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付
⾦】事業に伴う基礎調査業務委託（13-02）

急傾斜地の崩壊 現地調査 25箇所

29 静岡県
第29-Ｓ1620-01号］修善寺A外総合流域防災(基礎調査)[防
災・安全交付⾦]事業に伴う基礎調査業務委託(13-08)

急傾斜地の崩壊 現地調査 ２４箇所

28 静岡県
度池上町外総合流域防災（基礎調査）【防災・安全交付⾦】
事業に伴う区域測量業務委託

区域測量  1式  33箇所
指定図書 33箇所
区域指定図書作成 3渓流

28 市町
防災・安全交付⾦事業裾野市道路橋
定期点検業務委託

計画準備 1式
定期点検 30橋

28 静岡県
江梨No.2急傾斜地崩壊対策（防災・安全交付⾦)に伴う詳細
設計業務委託

擁壁⼯設計 1式 重⼒式擁壁 L=55ｍ
モタレ式擁壁設計 1式
アンカー付き場所打ち法枠⼯設計 １式

28 静岡県 伊⾖中央道・修善寺道路道路防災点検業務委託 道路防災点検 1式 11か所

27 静岡県
下多賀⼩⼭沢県単砂防等調査（砂防）に伴う測量・設計業務
委託（砂防堰堤予備設計）

４級基準点測量 5点
現地測量 A=0.12ha
路線測量 L=0.14km

27 静岡県
下多賀⼩⼭沢県単砂防等調査（砂防）に伴う測量・設計業務
委託（砂防堰堤予備設計）

砂防堰堤予備検討 １基

27 静岡県
守⽊⼭⽥Ｂ急傾斜地崩壊対策（公共・⼤規模）【防災・安全
交付⾦】事業に伴う測量・ 設計業務委託

路線測量 １式

26 静岡県
農村地域防災減災事業（調査計画）静岡3期（志太榛原）地
区調査委託その2

⽔利施設現況調査 8基
⽔利施設耐震照査 8基

ICT

防災

調査⽤地
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26 静岡県
農村地域防災減災事業（調査計画）静岡5期
（志太榛原）地区調査委託その3

⽔利施設現況調査（⽔管橋） １基
⽔利施設耐震照査（⽔管橋） １基

26 市町村
⻄浦久料地内他農業⽤施設･農地災害復旧査定
設計等係る測量・設計業務委託

査定⽤図⾯及び設計書作成 1式

26 市町村
町単独災害復旧事業町道⼤上宮奥線外1路線
道路災害復旧⼯事に伴う測量設計業務委託

道路詳細設計 1式 L=60m

26 静岡県 (主)伊東修善寺線県単災害防除に伴う測量・設計業務委託 法枠詳細設計 １式 L=70m

25 市町村
災害対策農業⽔利施設整備事業（防災減災）ため池緊急防災
対策調査委託

ため池現況調査、ハザードマップ作成 10箇所

防災


