
測量等実績調書　（測量）

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

平面測量　A=40,000㎡ Ｈ１５年 　８月

路線測量　Ｌ＝0.20ｋｍ Ｈ１５年 　９月

Ｈ１５年 　８月

Ｈ１５年 １２月

平面測量　A=125,000㎡ Ｈ１５年 　９月

堤防沈下測量　L=2.49km Ｈ１６年 　２月

Ｈ１５年 １０月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１５年 １２月

Ｈ１６年 　２月

Ｈ１５年 １２月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１６年 　３月

Ｈ１６年 　４月

Ｈ１６年 　７月

４級基準点測量　Ｎ＝40点 Ｈ１６年 　６月

平面測量　Ａ＝8.0ha Ｈ１７年 　１月

Ｈ１６年 　６月

Ｈ１６年 　９月

平面測量　A=6.9ha Ｈ１６年 　６月

用地測量　Ａ＝7.7ha Ｈ１７年 　２月

公共下水道管渠地形測量業務委託 ４級基準点測量　Ｎ＝55点 Ｈ１６年　８月

（１工区） 平面測量　Ａ＝11.0ha Ｈ１６年１１月

Ｈ１６年１０月

Ｈ１７年　１月

中山間地域総合整備事業 平面測量　A=1.4ha Ｈ１６年１１月

富士南部地区 路線測量　Ｌ＝1,400ｍ Ｈ１７年　３月

県営広域営農団地農道整備事業 Ｈ１７年　１月

多良岳５期地区 Ｈ１７年　３月

中原鳥栖線 路線測量　Ｌ＝0.2ｋｍ Ｈ１７年　２月

地域振興特別道路整備委託 用地測量　Ａ＝2.0ｈa Ｈ１７年　３月
３,４級基準点測量　Ｎ＝67
点

Ｈ１７年　３月

平面測量　Ａ＝38.0ha Ｈ１７年　６月

平面測量　A=０.３ha Ｈ１７年　６月

路線測量　Ｌ＝0.28ｋｍ Ｈ１７年１２月

武雄川改修関連等 Ｈ１７年　６月

用地測量業務委託 Ｈ１７年１２月

県営クリ-ク防災機能保全対策事業 平面測量　A=5.0ha Ｈ１７年　６月

市の江東部２期地区 路線測量　Ｌ＝0.73ｋｍ Ｈ１７年　９月

４級基準点測量　Ｎ＝7点 Ｈ１７年　６月

路線測量　Ｌ＝0.67ｋｍ Ｈ１７年　９月

農道28・31号線にかかる道路台帳 道路台帳作成L＝1.8㎞ Ｈ１７年　８月

作成業務 基準点36点　平面1.9ｈa Ｈ１７年１０月

Ｈ１７年 　１０月

Ｈ１７年 　１１月

Ｈ１７年 　１０月

Ｈ１８年 　　３月

Ｈ１７年 　１１月

Ｈ１８年 　　２月

佐賀川久保鳥栖線
平面測量0.7ｈａ　基準点50
点

Ｈ１７年 　１２月

道路橋梁調査委託 路線測量　Ｌ＝1000ｍ Ｈ１８年 　　３月
4級基準点30点　平面2.56
ｈa

Ｈ１８年 　　４月

台帳作成　L=1.49㎞ Ｈ１８年 　　６月

Ｈ１８年 　　５月

Ｈ１８年 　１１月
4級基準点13点　平面1.0ｈ
a

Ｈ１８年 　　７月

路線総量L=0.32m Ｈ１８年 　　９月

Ｈ１８年 　　７月

Ｈ１８年 　１１月

Ｈ１８年 　　７月

Ｈ１８年 　１０月

佐賀県 1,760

武雄市役所 〃 市道郷ノ原線他測量業務委託 用地測量　Ａ＝2.10ha 〃 3,760

（登録業種区分）測量

注文者 件名 測量等対象の規模等

武雄市役所 元　　請
武雄市公共下水道終末処理場測量
業務委託

武雄農林事務所 〃 海岸保全施設整備廻里江地区委託 〃 3,300

佐賀土木事務所 〃 佐賀川副線地方特定道路整備委託 用地測量　Ａ＝0.67ha 〃

唐津土木事務所 〃 鎮西唐津線道路改築委託 路線測量　Ｌ＝400ｍ 〃 4,664

1,400

武雄土木事務所 〃 桜山地区急傾斜地崩壊対策委託 用地測量　Ａ＝1.99ha 〃 3,200

鹿島市役所 〃 市道中川内・広平線用地測量 用地測量　Ａ＝1.36ha 〃 2,150

山内町役場 〃 空道農道用地確定測量 用地測量　Ａ＝0.35ha 〃 1,050

400

嬉野町役場 〃 町道大野原学校線測量業務委託 〃 14,000

唐津土木事務所 〃 鳥井ノ元川通常砂防委託 〃 4,200

鹿島農林事務所 〃 多良岳５期地区委託 用地測量　Ａ＝0.20ha 〃

〃 2,430

佐賀土木事務所 〃 多久江北線道路改築委託 平面測量　Ａ＝0.4ha 〃 1,140

武雄市役所 〃

中部農林事務所 〃 〃 2,800

鹿島農林事務所 〃 用地測量　Ａ＝0.59ｈa 〃 1,170

鳥栖土木事務所 〃 〃 1,670

佐賀土木事務所 〃 国道４４４号道路改良委託 〃 5,400

武雄市役所 〃 川端通りの憩いの遊歩道業務委託 〃 1,060

武雄市役所 〃 用地測量　Ａ＝1.2ｈa 〃 2,700

中部農林事務所 〃 〃 1,700

白石町役場 〃 町道南区南部線測量業務委託 〃 1,300

武雄土木事務所 〃 梅野地区総合流域防災委託 用地測量　Ａ＝0.1ｈa 〃 550

大町町役場 〃 〃 2,300

武雄農林事務所 〃 海岸保全施設整備廻里江地区 堤防沈下測量　L=2.49㎞ 〃 750

西部地区ダム事務
所

〃 中木場ダム河川総合開発委託 用地測量　Ａ＝2.2ｈa 〃 6,170

武雄市役所 〃 市道天竜庵弓野線他測量業務 用地測量　Ａ＝1.8ｈa 〃 2,760

神埼土木事務所 〃 〃 4,960

大町町役場 〃
ふるさと農道にかかる道路台帳作
成

〃 1,640

4,150

嬉野市 〃 市道下宿住宅線用地測量委託 用地測量　Ａ＝1.50ｈa 〃 1,300

鹿島土木事務所 〃 俵坂川第一総合流域防災委託 〃 3,650

佐賀土木事務所 〃 国道４４４号道路改良委託 用地測量　Ａ＝6.76ｈa 〃


