
測量等実績調書　（補償）

元請又は 業務履行場所の 請負代金の額 着工年月

下請の別 ある都道府県名 （千円） 完成(予定)年月

非木造家屋調査B１棟 Ｈ１５年 　５月
附帯工作物調査　１．０箇
所

Ｈ１５年 　６月

木造建物A　１．０棟 Ｈ１５年 　５月

住宅敷地C １．０棟 Ｈ１５年 　６月

建物事前調査 Ｈ１５年 　８月

木造建物　１４．０棟 Ｈ１５年 　９月

Ｈ１５年 　９月

Ｈ１５年 １０月

Ｈ１５年 　９月

Ｈ１５年 １２月

木造建物A　４．０棟 Ｈ１５年 １２月

住宅敷地C ３．０棟 Ｈ１６年 　１月

Ｈ１６年 　１月

Ｈ１６年 　２月

Ｈ１６年 　１月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１６年 　２月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１６年 　５月

Ｈ１６年 　８月

木造建物Ａ　１．０棟 Ｈ１６年 　７月

住宅敷地Ｃ　１．０棟 Ｈ１６年 　７月

Ｈ１６年 　７月

Ｈ１６年 　７月

国道2０４号（今村地区） 営業Ａ　１事業所 Ｈ１６年 　８月

交通安全施設整備委託 移転工法案検討　一式他 Ｈ１６年 　８月

県営ほ場整備事業　兵庫東部地区 工損調査 Ｈ１６年 　９月

第１号委託（建物等事前調査）
専用住宅　12棟,　倉庫　9
棟

Ｈ１６年 １０月

県営広域営農団地農道整備事業 Ｈ１６年 　９月

多良岳４期地区 Ｈ１６年 １１月

大牟田川副線 Ｈ１６年 １０月

地方特定道路整備委託 Ｈ１６年 １１月

工損調査（建物事前調査） Ｈ１６年 １１月

木造建物　４棟他　一式 Ｈ１６年 １１月

工損調査（建物事後調査） Ｈ１６年 １２月

木造建物５棟,　非木造建
物１棟

Ｈ１７年 　１月

Ｈ１７年 　１月

Ｈ１７年 　２月

馬場川広域基幹 工損調査（建物事前調査） Ｈ１７年 　１月

河川改修（一級、通常）委託
木造建物６棟,　非木造建
物３棟

Ｈ１７年 　２月

生産設備Ａ　２設備 Ｈ１７年 　２月

機械設備Ａ　１事業所　他 Ｈ１７年 　３月

Ｈ１７年 　７月

Ｈ１７年 　８月

附帯工作物調査他　一式 Ｈ１７年 　７月

非木造家屋調査Ａ　１棟 Ｈ１７年 　８月

町道大野原学校線 非木造家屋調査Ａ　１棟 Ｈ１７年 　７月

物件補償調査業務 機械設備Ａ　１事業所　他 Ｈ１７年 　９月

Ｈ１７年 　８月

Ｈ１７年 　９月

非木造家屋調査Ａ　2棟 Ｈ１７年 　９月

非木造家屋調査C　2棟 Ｈ１７年 １０月

木造建物Ａ　１．０棟 Ｈ１７年 １１月

附帯工作物調査他　一式 Ｈ１８年 　１月

木造建物Ｃ　１．０棟 Ｈ１７年 １２月

非木造Ｂ2.0棟移転工法案
作成　1権利者

Ｈ１８年 　２月

事前調査　木造Ａ1.0棟非
木造ハ2.0棟

Ｈ１８年 　１月

非木造イ1.0棟 Ｈ１８年 　２月

木造建物Ａ　2.0棟 Ｈ１８年 　１月

附帯工作物調査他　一式 Ｈ１８年 　２月

市道明円原線道路改良工事に係る 木造建物Ａ　1.0棟 Ｈ１８年 　４月
物件移転費用・補償額調査業務委
託

附帯工作物調査他　一式 Ｈ１８年 　５月

Ｈ１８年 　６月

Ｈ１８年 　９月

Ｈ１８年 　６月

Ｈ１８年 　６月
付帯工作物住宅敷地A13
戸

Ｈ１８年 　６月

移転雑費算定13世帯 Ｈ１８年 　７月

移転工法案の作成　1権
利者

Ｈ１８年 　６月

非木造B１戸　付帯工作物 Ｈ１８年 　７月

佐賀県 1,700

佐賀土木事務所 〃
佐賀川副線地方特定道路整備委
託

〃 1,450

（登録業種区分）測量

注文者 件名 測量等対象の規模等

武雄土木事務所 元　　請 国道２０７号踏切除去委託

1,650

鹿島農林事務所 〃
県営広域営農団地多良岳地区委
託

墳墓調査Ｄ１８０㎡ 〃 3,700

中部農林事務所 〃 兵庫東部地区第４号委託 〃 1,800

武雄土木事務所 〃 武雄塩田線特定交通安全施設 墳墓調査A 　１００㎡ 〃

唐津土木事務所 〃 国道３２３号特改一種（一般）委託 〃 2,100

鹿島土木事務所 〃 国道２０７号交通安全施設等整備 墳墓調査E　３８㎡ 〃

武雄土木事務所 〃
武雄塩田線交通安全施設整備委
託

墳墓調査Ａ　２８０㎡ 〃 970

1,100

佐賀土木事務所 〃 与賀町鹿子線地方街路整備委託 非木造家屋調査Ａ３棟 〃 2,280

鳥栖土木事務所 〃
国道５００号交通安全施設整備委
託

〃 1,050

伊万里土木事務
所

〃
国道４９８号交通安全施設整備委
託

技術員派遣 〃 2,750

〃 3,700

唐津土木事務所 〃 〃 1,850

武雄土木事務所 〃 波佐見塩田線特定道路整備委託 墳墓調査Ａ　２５２㎡

中部農林事務所 〃 〃 3,650

鹿島農林事務所 〃
墳墓調査,付帯工作物調
査

〃 1,750

佐賀土木事務所 〃 附帯工作物調査他　一式 〃 1,668

佐賀土木事務所 〃
川上牛津線地方特定道路整備委
託

〃 749

佐賀土木事務所 〃
江北芦刈線緊急地方道路整備委
託

〃 1,254

田川土木事務所 〃 一般国道３２２号物件調査委託 立木調査他　一式 福岡県

白石町役場 〃 町道共栄新盛線建物調査業務
木造建物１棟,　非木造建
物１棟

〃 340

650

神埼土木事務所 〃 佐賀県 1,980

佐賀土木事務所 〃 国道４４４号道路改良委託 〃 1,350

武雄土木事務所 〃 佐留志地区急傾斜地崩壊対策 墳墓調査D　１６５㎡ 〃 2,580

〃 1,300

嬉野町役場 〃 〃 2,360

佐賀土木事務所 〃 小城富士線地方道路交付金委託

伊万里土木事務
所

〃 国道498号交通安全施設委託 〃 1,500

神埼土木事務所 〃
広滝大和富士線地方道路交金委
託

〃 780

佐賀土木事務所 〃 川上牛津線交通安全施設委託 〃 2,200

鳥栖土木事務所 〃
諸富西島線地域振興特別道路整
備

〃 1,000

多久市役所 〃
多久駅周辺土地区画整理事業委
託

〃 1,130

嬉野市役所 〃 〃 1,020

鹿島農林事務所 〃
復旧治山事業　尾崎地区　　委託
業務

墳墓等の調査　２５㎡ 〃 580

武雄土木事務所 〃
武雄福富線地方道路整備臨時委
託

物件移転補償現場技術業
務委託

〃 2,820

〃 2,200

佐賀土木事務所 〃 小城牛津線地方道路委託 〃 1,550

唐津土木事務所 〃 玉島川広域一般河川改修委託


