
年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

千円

997

千円

1,691

千円

2,730

県南広域振興局 千円

一関総合支局土木部 2,915

千円

1,732

盛岡地方振興局 千円

 土木部 1,757

東北地方整備局 千円

北上川ダム統合管理事務所 1,795

千円

3,045

千円

4,634

千円

2,362

盛岡地方振興局 千円

 土木部 3,497

東北地方整備局 千円

岩手河川国道事務所 4,074

千円

825

千円

3,465

盛岡地方振興局 千円

 土木部 5,884

宮古地方振興局 千円

岩泉土木事務所 4,973

千円

5,740

業務実績（補償関係コンサルタント業務）

H19年度

H19年度

盛岡財務事務所

一関市

主要地方道盛岡横手線用地測量及び保安林解除申
請作成業務委託

土地調査A=0.18ha
保安林解除申請書作成１式

二渡築堤用地調査等業務
土地調査A=1.8ha

公共用地境界確定協議
L=0.76km

旧法定外公共物等に係る実地調査業務
旧法定外公共物等に係る

実地調査業務47件

市道唐ノ子１号線測量業務委託 土地調査A=5.7ha

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

市道樋口大又線用地測量調査業務
土地調査A=0.4ha

附帯工作物再積算3箇所
二戸市

岩手町 大町大宮線用地測量建物等調査業務委託

一関市 市道遊水堤２号線用地測量業務委託

土地調査A=0.36ha
木造建物調査4棟
営業調査1事業所

西安庭地区用地調査測量業務
土地調査A=0.57ha
3級基準点測量2点

営業調査算定３事業所
動産調査１６戸

土地調査A=1.42ha
生産設備調査２設備

機械設備調査１事業所

盛岡市
盛岡南新都市土地区画整理事業物件調査業務委託
その１

木造建物調査7棟
非木造建物2棟

附帯工作物調査5戸

盛岡駅南大橋線（大沢川原工区）その２建物等調査
算定業務委託

盛岡市

盛岡駅西口地区土地区画整理事業物件調査業務委
託

木造建物3棟
附帯工作物6件

交通安全施設等整備事業好摩永井線建物等調査算
定業務委託

木造建物4棟
営業調査1事業所

都市計画道路犬袋新町線柳橋新町地区建物調査積
算等（その２）業務委託

木造建物8棟
附帯工作物8戸

御所湖広域公園雫石現況保存林地区建物等調査積
算業務委託

木造建物4棟
附帯工作物２戸

盛岡市

盛岡市

矢巾町
矢幅駅前地区土地区画整理事業建物等調査その１
業務委託

木造建物1棟
非木造建物1棟

営業調査1事業所

一般国道342号凍雪害対策事業用地測量調査及び
国有林野所管換申請書作成業務委託

土地調査A=0.37ha、L=0.08km
立木調査A=2,300㎡

国有林野使用申請書作成1業務

一般国道４５５号道路災害防除事業二升石地区用地
測量立木調査積算及び保安林解除申請書類作成業
務委託

土地調査A=1.08ha
保安林解除申請書作成１式



年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

業務実績（補償関係コンサルタント業務）

久慈地方振興局 千円

 土木部 8,727

宮古地方振興局 千円

岩泉土木事務所 4,416

盛岡地方振興局 千円

 土木部 2,102

大船渡地方振興局 千円

津付ダム建設事務所 4,971

千円

2,830

宮古地方振興局 千円

 土木部 5,250

大船渡地方振興局 千円

津付ダム建設事務所 1,785

県南広域振興局土木部 千円

一関土木センター 11,979

盛岡広域振興局土木部 千円

岩手土木センター 11,121

沿岸広域振興局土木部 千円

岩泉土木センター 1,680

東北地方整備局 千円

胆沢ダム建設事務所 1,417

千円

315

県南広域振興局 千円

土木部 10,077

千円

2,097

県南広域振興局土木部 千円

一関土木センター 10,728

県南広域振興局農政部 千円

遠野農林振興センター 3,978

東北農政局 千円

岩手農政事務所 1,060

東北地方整備局 千円

胆沢ダム建設事務所 2,415

津付ダム付替国道用地測量調査及び物件調査算定
業務委託

森林管理道八木玉川線（その３）用地測量等業務委
託

３級基準点４点
土地調査A=2.65ha
立木調査A=0.90ha

一般国道340号和井内地区用地測量調査等業務委
託

土地調査A=2.36ha
立木調査A=0.15ha

３級基準点2点、４級基準点5点
土地調査A=0.824ha

立木算定A=4.21千ｍ2

一般国道397号分限城の2-3地区用地測量及び物件
調査業務委託

資料調査A=12.25ha
土地調査A=4.7ha

木造建物3棟

森林管理道平野原線その７地区用地測量等委託業
務

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

都市基盤河川南川改修事業建物等調査算定業務委
託

木造建物調査2棟
非木造建物2棟

営業調査1事業所

用地幅杭設置測量L=1.66ｋｍ
立木調査A=33,500ｍ2

土地調査A=1.54ha
立木調査A=1.45ha

胆沢ダム付替国道若柳地区用地測量等業務

盛岡市

一般国道282号西根バイパス第2工区用地測量調査
等（その4）業務委託

都市計画道路山目駅前釣山線緊急地方道路整備
（街路）物件調査積算業務委託

木造建物調査12棟
非木造建物1棟

営業調査4事業所

都市計画道路犬袋新町線柳橋新町地区営業調査算
定業務委託

営業調査算定４事業所
木造建物１棟

付帯工作物１戸

土地調査A=3.82ha
木造建物調査7棟、非木造建物4棟

営業調査2事業所

市道東中野門線道路改良事業建物等調査算定業務
委託

木造建物3棟
附帯工作物5戸

営業調査1事業所

土地調査A=2.22ha
木造建物調査13棟

非木造建物1棟

盛岡市

道路橋梁調査費用地測量及び建物調査業務委託

二級河川長内川総合流域防災事業（河川）に伴う事
業損失（事前）調査業務委託

木造建物7棟、非木造建物6棟
生産設備3事業所

井戸水水量観測3箇所

市道月が丘三丁目谷地線交通安全施設等整備事業
建物等調査算定業務委託（その２）

工損調査（事後調査）
木造建物１棟

移転雑費1世帯

東北農政局岩手農政事務所花巻庁舎他境界測量業
務

土地調査A=0.21ha
地積更正登記９筆

一般県道有芸田老線栃ノ木～肘葛地区地方特定道
路整備事業保安林解除申請書作成業務委託

保安林解除申請書作成
１式

盛岡市

胆沢ダム附属設備保安林解除申請関係書類作成等
業務

保安林解除申請書作成
１式（４箇所）

津付ダム建設事業国有林野所管替申請書作成業務
委託

国有林野所管替申請書作成
1式



年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

業務実績（補償関係コンサルタント業務）

県南広域振興局土木部 千円

一関土木センター 2,517

盛岡広域振興局土木部 千円

岩手土木センター 5,977

千円

2,467

沿岸広域振興局土木部 千円

宮古土木センター 3,688

千円

9,689

盛岡広域振興局土木部 千円

岩手土木センター 2,922

千円

2,887

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度 市道北切線支障物件補償調査業務
附帯工作物調査算定１１戸
立木調査算定A＝1.01千ｍ2

平笠西沢地区火山砂防事業建物等調査積算業務委
託

木造建物調査算定７棟
非木造建物調査算定１棟
生産設備調査算定１設備

平成２３年度太田地区土地区画整理事業物件調査
業務委託その１

木造建物調査17棟
非木造建物2棟

営業調査5事業所

盛岡市
市道東中野門線道路改良事業建物等調査算定業務
委託

木造建物調査算定５棟
附帯工作物調査算定８戸

盛岡市

一般国道２８４号折壁地区用地測量その２業務委託

一般国道１０６号区界地区防雪柵測量設計業務委託
測量L=0.20km　A=0.012k㎡

防雪柵詳細設計１タイプ
国有林野使用申請書類作成１業務

八幡平市

境界点間測量A=8.9ha
用地実測製図等作成A=8.9ha

馬淵の沢地区砂防事業用地測量調査等業務委託
土地調査A=3.2ha

附帯工作物調査算定２戸
立木調査A=10千ｍ2


