
(登録業種区分)　補償関係コンサルタント　

栃木県日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 田川
その81(安全川補)

測　量　等　実　績　調　書

注　文　者
元請又は
下請の別

件　　　　名 測量等対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

用地測量 3.70万㎡
地積測量図(案)等の作成 49筆
附帯工作物 8戸･4箇所 立竹木 730㎡

栃　木　県

急傾斜地崩壊危険区域申請書作成業務委託
宮山田ⅡＡその23

用地測量 0.24万㎡
公図等転写連続図作成 0.24万㎡

栃　木　県

栃　木　県

栃木県矢板土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 国道408号
その51(快適安全道補)

用地測量 2.35万㎡
公図等転写連続図作成 4.35万㎡
地積測量図(案)等の作成 12筆

栃　木　県

栃木県宇都宮土木事務所 元　請

栃木県栃木土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 小山栃木都賀線
その57(補助街路)

木造・非木造 12棟 附帯工作物 8戸･1箇所

駐車場等の使用実態調査 5権利者 照応建物設計案 1棟

居住者調査 8世帯 動産 8戸･1事業所 移転雑費 10世帯

借家人補償 2世帯 消費税等調査 2事業者

栃木県真岡土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 那須黒羽茂木線
その54(快適安全道補)

木造建物 1棟 附帯工作物 9戸･2箇所
駐車場等の使用実態調査 1権利者
動産調査 1事業所 移転雑費 1世帯

栃　木　県

大松山運動公園拡張整備事業
物件調査等業務委託(その2)

附帯工作物 1箇所 栃　木　県

栃　木　県

関東地方整備局
甲府河川国道事務所

元　請 Ｈ27中部横断道工事用道路外用地調査等業務(その1)

用地測量 7.36ha 公図等転写連続図作成 4.41万㎡
木造建物 1棟 附帯工作物 2戸･8箇所 墳墓 0.3㎡
立竹木調査 3.581ha 動産 8事業所 移転雑費 1世帯
消費税等調査 1事業者

山　梨　県

下野市 元　請

さくら市 元　請
平成27年度 補償算定業務
(市道U1-12号)

附帯工作物 1箇所

栃木県宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 3･2･101大通り外
その71(補助街路)

木造･非木造 2棟 附帯工作物 2戸･1箇所

営業調査 1事業所 居住者 1世帯 動産 1戸･１店舗

その他通損 3世帯 消費税等調査 1事業者

再算定

木造･非木造 2棟 附帯工作物 1戸 移転雑費 1世帯

栃　木　県

平成27年度 用地測量業務委託
(市道U3072号)

用地測量 0.085ha
公図等の転写 0.39ha
地積測量図(案)等の作成 2筆

栃　木　県さくら市 元　請

栃 木 県 内
福 島 県 内

宇都宮市 元　請
物件等調査業務委託
(市道1840号線)

附帯工作物 1戸･1箇所
立竹木調査 44㎡

栃　木　県

(一社)日本補償コンサルタント復興支援協会 下　請
平成27年度中間貯蔵施設設置に伴う
用地補償説明業務

用地補償説明業務 1件
地権者支援事業給付金説明業務 1件
その他の説明業務 22件

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 羽生田鶴田線
その55(快安道補)

用地測量 1.87万㎡
地積測量図(案)等の作成 14筆

栃　木　県

用地調査等業務委託 123号
その51(道保防災)

用地測量 1.70万㎡
公図等転写連続図作成 2.37万㎡
地積測量図(案)等の作成 2筆

栃　木　県栃木県真岡土木事務所 元　請

群　馬　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 小藪川
その53(安全川補)

用地測量 1.76万㎡
地積測量図(案)等の作成 17筆

栃　木　県

関東地方整備局
高崎河川国道事務所

元　請 Ｈ27高崎河川国道羽場地区用地調査等業務

用地測量 0.7ha 公図等転写連続図作成 1.88万㎡

地積測量図等の作成 131筆 木造・非木造 27棟

木造特殊 1棟 附帯工作物 27戸･18箇所 居住者 6世帯

残地移転要件 7権利者 動産 2戸･18事業所 移転雑費 30世帯

消費税等調査 2事業者 立竹木 3.86㎡ 照応建物設計案 1棟

さくら市 元　請
平成27年度 測量設計業務委託
(市道U1-20号)

用地測量 4.5万㎡
公図等転写連続図作成 4.5万㎡

栃　木　県

用地調査等業務委託 田川
その82(安全川補)

用地測量 11.64万㎡
公図等転写連続図作成 11.64万㎡
地積測量図(案)等の作成 11筆
附帯工作物 1箇所 立竹木調査 1,770㎡

栃　木　県栃木県日光土木事務所 元　請

長　野　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 羽生田鶴田線
その50(快安道補)

再算定
非木造建物 2棟 附帯工作物 1戸
移転雑費 1世帯

栃　木　県

関東地方整備局
長野国道事務所

元　請 Ｈ27松本波田道路用地調査等業務

用地測量 2.2万㎡ 公図等転写連続図作成 4.27万㎡

地積測量図等の作成 13筆 木造･非木造 13棟 居住者 6世帯

附帯工作物 7戸･15箇所 残地移転要件 2権利者 動産 6戸･11事業所

借家人 3世帯 移転雑費 17世帯 所要作業時間等調査 1式

消費財調査 1事業所  再算定  木造･非木造 3棟

関東地方整備局
千葉国道事務所

元　請 千葉国道用地調査等業務27C10

用地測量 1.26ha 公図等転写連続図作成 7.98万㎡
地積測量図等の作成 26筆
非木造 1棟 附帯工作物 4箇所
再算定  附帯工作物 1箇所 立竹木調査 420㎡

千　葉　県



(登録業種区分)　補償関係コンサルタント　

測　量　等　実　績　調　書

注　文　者
元請又は
下請の別

件　　　　名 測量等対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

Ｈ27日光砂防大谷川中流部用地調査等業務 用地測量 0.39ha 栃　木　県
関東地方整備局
日光砂防事務所

元　請

栃　木　県

関東地方整備局
日光砂防事務所

元　請 Ｈ27日光砂防芹沢地区応急対策用地調査等業務

用地測量 11.36ha 公図等転写連続図作成 17.82ha

地積測量図等の作成 42筆

立竹木調査 1.94ha 木造建物 1棟 附帯工作物 1戸

独立工作物 1箇所 動産調査 1事業所 移転雑費 1所有者

栃　木　県

栃木県日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 田川
その84(安全川補)

再算定
附帯工作物 7戸･3箇所
立竹木調査 730㎡

さくら市 元　請
平成27年度 用地調査等業務委託
(市道K2021号)

立竹木調査 130㎡ 栃　木　県

用地調査等業務委託 雀宮駅前線
その51(補助街路)

再算定
営業調査 1事業所 消費税調査 1事業所
木造建物 3棟 附帯工作物 2戸･1箇所
移転雑費 2世帯

栃　木　県栃木県宇都宮土木事務所 元　請

栃　木　県

栃木県宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 下岡本上三川線
その51(快安道補)

用地測量 2.87万㎡
公図等転写連続図作成 8.99万㎡
地積測量図(案)等の作成 14筆

栃　木　県

栃木県真岡土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 一般国道294号
その53（快安道補）

用地測量 1.74万㎡
地積測量図(案)等の作成 16筆

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 古峯原宮通り
その51(補助街路)

木造･非木造 6棟 附帯工作物 5戸
居住者 4世帯 動産調査 4戸･2事業所
移転雑費 4世帯

栃　木　県

用地調査等業務委託 小山栃木都賀線
その52(補助街路)

再算定
木造建物 4棟 附帯工作物 3戸
移転雑費 3世帯 借家人補償 2世帯

栃　木　県栃木県栃木土木事務所 元　請

栃　木　県

下野市 元　請
大松山運動公園拡張整備事業
物件調査再算定業務

再算定
独立工作物 1箇所
立竹木調査 12,800㎡

栃　木　県

栃木県烏山土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 宇都宮那須烏山線
その21(快安道補)

営業調査 1事業所 消費税調査 1事業所
再算定
木造･非木造 2棟 附帯工作物 6戸･1箇所
移転雑費 2世帯

関東地方整備局
日光砂防事務所

元　請 Ｈ28日光砂防芹沢地区用地調査等業務(その1)

用地測量 7.77ha 地籍測量図等の作成 58筆
立竹木(用材林6.14､薪炭林10.6千㎡)
残地移転要件 1権利者
所要作業時間等調査 1式

栃　木　県

牛久土浦BP用地調査等業務28B4

用地測量 6.66万㎡ 地積測量図等の作成 116筆

木造･非木造 13棟 機械設備 1事業所 移転雑費 31世帯

附帯工作物 4戸･14箇所 動産 4戸･4事業所 借家人 2世帯

立竹木(薪炭林6.63､竹林0.24千㎡) 消費税等 3事業者

残地移転要件の該当性の検討 2権利者

茨　城　県
関東地方整備局
常総国道事務所

元　請

栃　木　県

(一社)日本補償コンサルタント復興支援協会 下　請
平成28年度中間貯蔵施設設置に伴う
用地補償説明業務

用地補償説明業務
地権者支援事業給付金説明業務
その他の説明業務

栃 木 県 内
福 島 県 内

栃木県安足土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 作原田沼線
その61(快安道単)

用地測量(公図公簿調査) 6.64万㎡

栃木県日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 田川
その81(安全川補)

附帯工作物 3戸
動産調査 1事業所

栃　木　県

用地測量業務委託(軌道事業･車両基地)
用地測量 4.9万㎡
地積測量図(案)等の作成 2筆

栃　木　県宇都宮市 元　請

栃　木　県

関東地方整備局
長野国道事務所

元　請 Ｈ28上田バイパス用地調査等業務

用地測量 0.63ha 公図等転写連続図作成 7.48ha 地積測量図等の作成 102筆

木造･非木造 7棟 木造特殊 1棟 附帯工作物 2戸･2箇所 立竹木 950㎡

営業調査 1事業所 居住者 3世帯 動産 5戸･9事業所 移転雑費 14世帯

独立工作物 10箇所 所要作業時間等調査 1式

再算定  木造･非木造 5棟 附帯工作物 1戸･3箇所

営業調査 3事業所 動産 1戸･1事業所 消費税等調査 5事業所

長　野　県

栃木県栃木土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 小山栃木都賀線
その55(補助街路)

木造･非木造 4棟 附帯工作物 4戸
移住者 2世帯 動産調査 4戸
移転雑費 4世帯

那須烏山市 元　請
用地調査等業務委託
(社会資本整備総合交付金事業費)

消費税調査 1事業者
再算定
附帯工作物 1戸

栃　木　県

壬生町羽生田地区用地造成事業
確定測量業務委託その1

用地測量 5.26ha
地積測量図(案)等の作成 1筆

栃　木　県栃木県企業局 元　請



(登録業種区分)　補償関係コンサルタント　

測　量　等　実　績　調　書

注　文　者
元請又は
下請の別

件　　　　名 測量等対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

群　馬　県

栃木県真岡土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 那須黒羽茂木線
その51(道保防災)

用地測量 0.51万㎡
公図等転写連続図作成 1.86万㎡
地積測量図(案)等の作成 3筆
立竹木調査 770㎡

栃　木　県

関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

元　請 Ｈ28内手川砂防堰堤群用地調査等業務(その1)

用地測量 11.95ha
地積測量図等の作成 35筆
独立工作物 3箇所 所要作業時間調査 1式
立竹木(用材林25.9､薪炭林12.1ha)

さくら市 元　請
平成28年度 用地測量･補償算定業務委託
(市道U2-24号)

用地測量 0.56万㎡ 公図等転写連続図作成 0.56万㎡
地積測量図(案)等の作成 6筆
非木造 1棟 附帯工作物 2箇所 動産 1事業所
移転雑費 2世帯 消費税等調査 2事業所

栃　木　県

社会資本整備交付金事業用地調査等業務委託
再算定
木造建物 1棟 附帯工作物 3戸･1箇所
動産調査 1事業所 移転雑費 1世帯

栃　木　県壬生町 元　請

栃　木　県

下野市 元　請 市道1-5号線補償算定業務委託

木造･非木造 2棟 附帯工作物 11戸
駐車場等の使用実態調査 4権利者
営業調査 1事業所 動産 1店舗･1事業所
移転雑費 2世帯 消費税等調査 1事業所

栃　木　県

栃木県大田原土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 西那須野那須線
その52(快安道補)

用地測量 1.5万㎡
地積測量図(案)の作成 7筆
立竹木調査 4,880㎡

関東地方整備局
日光砂防事務所

元　請 Ｈ28日光砂防大谷川上流部用地調査等業務 用地測量(法務局調査) 77.38ha 栃　木　県

用地調査等業務委託　294号その23(快安道補)

木造･非木造 11棟 附帯工作物 11戸･1箇所
駐車場実態 5権利者 照応建物設計案 2案
居住者 4世帯 動産 7戸･1事業所 借家人 2世帯
移転雑費 8世帯

栃　木　県栃木県烏山土木事務所 元　請

栃　木　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　鹿沼足尾線
その52(快安道補)

再算定
木造･非木造 3棟 附帯工作物 1戸
移転雑費 1世帯

栃　木　県

栃木県宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　下岡本上三川線
その52(快安道補)

用地測量 2.08ha
附帯工作物 1箇所

関東地方整備局
荒川下流河川事務所

元　請
Ｈ28京成本線荒川橋梁架替事業
葛飾地区用地調査等業務

用地測量 0.4ha 木造･非木造 10棟 附帯工作物 9戸
残地移転要件 4権利者 照応建物設計案 4案
営業調査 1事業所 居住者･動産･通損 10世帯

東　京　都

用地調査等業務委託　田川その83(安全川補)
木造建物 １棟 附帯工作物 1戸
立竹木調査 500㎡ 移転雑費 １世帯
消費税等調査 1事業者

栃　木　県栃木県日光土木事務所 元　請

栃　木　県

(一社)日本補償コンサルタント復興支援協会 元　請
平成29年度中間貯蔵施設設置に伴う
用地補償説明業務

用地補償説明業務
地権者支援事業給付金説明業務
その他の説明業務

栃 木 県 内
福 島 県 内

関東地方整備局
日光砂防事務所

元　請 Ｈ29日光砂防用地調査等業務(その1)
用地測量 9.85ha(5箇所)
立竹木調査 2ha

栃木県宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 3･2･101大通り外
その53(補助街路)

附帯工作物 9戸 独立工作物 1箇所
消費税等調査 5事業者

栃　木　県

平成29年度　補償調査算定業務委託
(市道U1-12号)

独立工作物 0.3箇所
移転雑費 1世帯

栃　木　県さくら市 元　請

長　野　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　羽生田鶴田線
その52(快安道補)

居住者 2世帯 動産 2戸･2事業所
再算定
木造建物 4棟 附帯工作物 3戸
借家人 2世帯 移転雑費 2世帯

栃　木　県

関東地方整備局
長野国道事務所

元　請 H29富士見橋歩道設置外物件調査等業務

木造･非木造 5棟 木造特殊 1棟 附帯工作物 9戸･1箇所

残地移転 6権利者 駐車場使用 24回 照応建物設計案 9案

営業 1 居住者 3 動産 5 借家人 2 移転雑費 15

再算定 木造･非木造 5 附帯工作物 5 営業 1

動産 2戸･1事業所 居住者 1 消費税等調査 7

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　古峯原宮通り
その54(補助街路)

生産設備 1箇所 居住者 4世帯 移転雑費 4世帯
動産 4戸･2事業所 駐車場等の使用 1権利者
再算定 木造･非木造 6棟 附帯工作物 5戸

栃　木　県

用地調査等業務委託　雀宮駅前線
その51(補助街路)

機械設備 1台 附帯工作物 1戸
再算定 木造 1棟 附帯工作物 2戸
移転雑費 1世帯

栃　木　県栃木県宇都宮土木事務所 元　請

栃木県真岡土木事務所 元　請 用地調査等業務委託 294号その52(快安道補)
木造･非木造 2棟 附帯工作物 1戸
残地移転要件 1権利者 動産 2事業所
移転雑費 1世帯 消費税 1事業者

栃　木　県
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元　請

下館河川事務所 元　請 Ｈ３０鬼怒川下流部用地調査等業務
用地測量14.2ha,附帯工作物1戸,
独立工作物4箇所,立竹木4,900㎡

茨　城　県

宇都宮市 元　請
物件等調査業務委託分割４号（軌道事
業）

木造建物A1棟,非木造建物B1棟,附帯工作物2
戸,駐車場使用実態2権利者,営業A･B･E各１事
業所,動産2店舗･1事業所,その他通損4世帯

用地測量5.02ha,立竹木33,500
㎡,砂防指定地申請書作成1箇所,
証明写真作成2.09ha

栃　木　県

栃　木　県

Ｈ２９日光砂防用地調査等業務（その
４）

日光砂防事務所

真岡土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　西田井二宮線その
５２（快安道単）

用地測量　16.01万㎡ 栃　木　県

茨　城　県

用地測量　0.19ha 栃　木　県

埼　玉　県

壬生町 元　請
社会資本整備総合交付金事業用地調査等
業務委託

(再算定)附帯工作物 1箇所 栃　木　県

用地測量6.1ha,木造A10棟,木造C2棟,機械設備A1事業
所,生産設備A3設備,附帯工作物11戸･9箇所,動産3事業
所,移転雑費15世帯,居住者･動産･その他通損8世帯,消
費税1事業者

用地測量　17.65万㎡

常陸河川国道事務所 元　請
Ｈ２９年度国道６号勿来バイパス（山間
部）外用地調査等業務

用地測量3.5ha,木造建物4棟,附
帯工作物4戸,立竹木1.39ha,居住
者・動産・その他通損4世帯

大田原土木事務所 元　請

大宮国道事務所 元　請
平成２９年度大宮国道本庄道路用地調査
等業務（その４）

栃　木　県栃木県真岡土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 真岡那須烏山線
その51(快安道単)

用地測量 0.07万㎡ 非木造 1棟
附帯工作物 1箇所 移転雑費 1世帯
残地移転要件 1権利者 動産 1事業所

栃木県宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 総合スポーツゾーン
その56(県単ＧＳＺ)

用地測量 8.07万㎡
地積測量図(案)等の作成 28筆

栃　木　県

H29濁沢砂防堰堤物件調査等業務 立竹木(用材林) 12.91ha 群　馬　県
関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

元　請

栃　木　県

栃木県安足土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 作原田沼線
その61(快安道補)

用地測量 1.90万㎡
地積測量図(案)等の作成 28筆

栃　木　県

栃木県日光土木事務所 元　請 用地調査等業務委託 119号その82(快安道補)

木造･非木造 5棟 附帯工作物 9戸
独立工作物 1箇所 駐車場等の使用 6権利者
居住者 2世帯 動産 3戸･2事業所
借家人 2世帯 移転雑費 5世帯

関東地方整備局
渡良瀬川河川事務所

元　請 Ｈ29渡良瀬川川口川三号砂防堰堤用地調査等業務
用地測量 8.12ha
立竹木（用材林4,760･薪炭林28,560㎡) 群　馬　県

Ｈ29地蔵川砂防堰堤群物件調査等業務 立竹木(用材林) 25.7ha 群　馬　県
関東地方整備局
利根川水系砂防事務所

元　請

栃　木　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 鹿沼足尾線
その51(快安道補)

居住者 1世帯 動産 1戸
再算定
木造･非木造 3棟 附帯工作物 1戸
移転雑費 1世帯

栃　木　県

栃木県鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 羽生田鶴田線
その54(快安道補)

消費税調査 2事業者
再算定 独立工作物 2箇所
立竹木調査 146㎡

栃木県栃木土木事務所 元　請
用地調査等業務委託 小山栃木都賀線
その52(補助街路)

営業調査 1事業所 消費税 １事業者
再算定 木造 1棟 機械設備 1事業所
住宅敷地 1戸 移転雑費 1世帯

栃　木　県

用地調査等業務委託　西那須野薄葉線そ
の５４（快安道補）

木造建物A6棟,非木造B3棟,附帯工作物6戸･3
箇所,駐車場使用3権利者,照応建物設計3案,
居住者2世帯,動産2戸･1事業所,仮住居3世帯,
移転雑費3世帯

市道１－５号線補償算定業務委託
(再算定)
非木造Bｲ1棟,附帯工作物1戸･1箇
所,動産1店舗移転雑費1世帯

栃　木　県

栃　木　県

壬生町 元　請
社会資本整備総合交付金事業用地測量等
業務委託

下野市 元　請

日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　１２１号その８１
(快安道単)

栃　木　県
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宇都宮市 元　請

思川開発建設所 元　請

元　請 Ｈ２９小滝沢砂防堰堤物件調査等業務
用地測量(境界確認42点,面積計
算54.3ha,地積測量図等作成2筆
ほか),立竹木調査286,000㎡

群　馬　県

㈱栃木県用地補償コンサル
タント

元　請
用地調査等業務委託　安塚雀宮線その５
１（快安道補）

(再算定)木造建物Ｃ1棟,附帯工
作物1戸,移転雑費1世帯

栃　木　県

補償説明業務委託分割１号（軌道事業） 補償説明　15戸 栃　木　県

木造建物C1棟,独立工作物1箇所,
消費税調査1事業者

栃　木　県

利根川水系砂防事務所

日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　１１９号その８２
（快安道補）

営業Ａ1事業所,その他通損３世
帯,消費税1事業者　(再算定)木
造建物Ａ1棟,附帯工作物１戸

栃　木　県

烏山土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　２９４号その２２
(快安道補)

(再算定) 木造建物A2棟,木造建
物C1棟,非木造2棟,附帯工作物6
戸,その他通損5世帯

栃　木　県

鹿沼日光線建物調査等業務

鹿沼市 元　請

合同会社 アップクラフト 元　請 日光市土沢地区物件調査等業務委託 附帯工作物調査算定 栃　木　県

平成３０年度市道１００７号線物件補償
調査業務委託

附帯工作物(農家敷地Ａ)　2戸
附帯工作物(農家敷地Ｂ)　3戸

栃　木　県

用地調査等業務委託　作原田沼線その６
１(快安道補)

木造建物A1棟,非木造建物B2棟,附帯
工作物7戸･7箇所,駐車場使用実態1権
利者,動産2事業所,移転雑費3世帯

栃　木　県

安足土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　作原田沼線その６
２(快安道補)

用地測量　0.43万㎡ 栃　木　県

利根川水系砂防事務所 元　請 Ｈ30利根砂防管内権利者調査等業務
公図等の転写･土地の登記記録調査･権利者
確認調査(当初)･転写連続図作成30.16ha，
権利者確認調査(追跡)300人

群　馬　県

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託３･２･１０１大通り
外その６３(補助街路)

(再算定)
木造建物A1棟,非木造建物B１棟,
住宅敷地B1戸,移転雑費1世帯

栃　木　県

鹿沼日光線工作物等補償額再算定業務

常陸河川国道事務所 元　請
Ｈ３０国道６号勿来バイパス用地調査等
(NO.５４・NO.６８間) 業務

用地測量6.19ha
立竹木調査16,800㎡

茨　城　県

思川開発建設所
(再算定)
 独立工作物　1箇所

栃　木　県

安足土木事務所 元　請

栃　木　県フジ測量設計㈱ 下　請

常陸河川国道事務所 元　請
Ｈ３０国道６号勿来バイパス用地調査等
(NO.６８・NO.８６間) 業務

用地測量5.91ha
立竹木調査16,200㎡

茨　城　県

日光土木事務所

元　請
用地調査等業務委託　今市氏家線その５
２（快安道単）

非木造C2棟,非木造B3棟,附帯工作物5戸･2箇
所,駐車場使用実態3権利者,居住者1世帯,動
産1店舗･3事業所,仮住居借家人補償1世帯,移
転雑費3世帯

栃　木　県

元　請
用地調査等業務委託　田川その８３(安
全川補)

木造A1棟,附帯工作物1戸,残地移転要件･居
住者･動産各1,その他通損2世帯  (再算定)
附帯工作物7戸･1箇所,立竹木2,000㎡

栃　木　県

用地調査等業務委託　安塚雀宮線その５
１（快安道補）

(再算定)非木造C2棟,住宅敷地1
戸,その他通損2世帯

栃　木　県

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　宇都宮今市線その
５１（快安道補）

木造建物C1棟,移転雑費2世帯
(再算定)木造建物A1棟,住宅敷地
1戸,独立工作物1箇所

栃　木　県

用地調査等業務委託　矢場川その６１
（安全川補）

(再算定)非木造B1棟,工場等の敷
地1箇所,移転雑費1世帯

安足土木事務所 元　請

矢板土木事務所

大田原土木事務所

元　請

元　請
用地調査等業務委託　稲沢高久線その５
２(快安道補)

用地測量5.41万㎡,境界確認2.28万㎡,木造
C1棟,附帯工作物5戸･1箇所,駐車場実態1権
利者,動産1事業所,移転雑費1世帯

栃　木　県
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利根川水系砂防事務所 元　請
Ｒ１花園砂防堰堤群用地調査等業務（そ
の１）

用地測量7.32ha,立竹木22,000
㎡,所要時間調査(旅費交通費)

群　馬　県

Ｒ１三沢川施設改築用地調査等業務

用地測量2.8ha,木造建物Ｃ2棟,非木造建物Ｃ
1棟,附帯工作物1戸,立竹木4,000㎡,所要作業
時間調査(建物･工作物･交通費),動産４事業
所,移転雑費３所有者

群　馬　県

宇都宮市 元　請 建物等調査業務委託（分割１号）
木造建物Ａ13棟,木造建物Ｃ3棟,非木造Ａ1
棟,非木造Ｂ2棟,附帯工作物12戸,居住者15
世帯,動産15戸･4事業所,移転雑費13世帯

栃　木　県

用地調査等業務委託　今市氏家線その５
１(快安道補)

営業Ａ1事業所,営業C1事業所,消
費税調査2事業者

栃　木　県

利根川水系砂防事務所 元　請
Ｈ３１神流川流域土危渓流対策用地調査
等業務

用地測量 4.5ha
立竹木調査 22,000㎡

群　馬　県

鹿沼土木事務所 元　請

八ッ場ダム工事事務所 元　請
Ｈ３０八ッ場ダム吾妻郡地区用地調査等
業務（その２）

用地測量 6.64ha
立竹木調査 8,000㎡

群　馬　県

用地調査等業務委託 １２１号その５１
(快安道補)

木造1棟,非木造3棟,法令適合性調査2棟,附
帯工作物3戸･1箇所,残地移転要件1権利者,
建物計画案1案,照応建物1案,居住者1世帯,
動産1戸,その他通損2世帯

栃　木　県

矢板土木事務所 元　請

八ッ場ダム工事事務所 元　請
Ｈ３０八ッ場ダム吾妻郡地区用地調査等
業務（その１）

用地測量 8.0ha
立竹木調査 19,000㎡

群　馬　県

鹿沼土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　石裂上日向線その
５５(快安道単)

木造建物1棟,附帯工作物2戸･1箇所,
建物残地1権利者,居住者1世帯,動産1
戸,移転雑費1世帯,消費税1事業者

栃　木　県

江戸川河川事務所 元　請
Ｈ３１江戸川堤防強化用地調査等業務
（その２）

用地測量6.8ha,木造A1棟,非木造B1棟,附帯工
作物1箇所,動産1戸･1事業所,移転雑費1所有
者,消費税1事業者(再算定)木造A･C各1,附帯
工作物1,動産1,移転雑費1

埼　玉　県

江戸川河川事務所 元　請
Ｈ３１江戸川堤防強化用地調査等業務
（その１）

用地測量7.2ha,木造建物A･C各1
棟,附帯工作物1戸,動産1戸,移転
雑費1所有者

埼　玉　県

壬生町

宇都宮市 元　請 補償説明業務委託分割３号（軌道事業） 補償説明　20戸 栃　木　県

元　請 用地調査業務委託　二級町道53号
(再算定)
木造6,非木1,附帯工作物6,独立
工作物1,動産5,その他通損4

栃　木　県

栃　木　県用地測量  3.18万㎡
用地調査等業務委託　板荷玉田線その５
３(快安道単)

元　請

日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　１１９号その８１
（快安道補）

木造A1棟,附帯工作物2戸,居住者1世帯,動
産1戸,通損2世帯,消費税1事業者(再算定)
木造A3棟,木造C2棟,非木造5棟,附帯工作物
10戸･3箇所,通損7世帯

栃　木　県

栃木土木事務所 元　請
用地調査等業務委託下野二宮線その５１
（快安道補）

木造A2棟,木造C1棟,非木造B1棟,附帯工作物6
戸･6箇所,駐車場使用実態4権利者,居住者3世
帯,動産2戸･1店舗･1事業所・移転雑費4世帯･
消費税5事業者

栃　木　県

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託３･２･１０１大通り
外その５３（補助街路）

(再算定)
 木造建物A1棟,附帯工作物3戸

鹿沼土木事務所

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　藤原宇都宮線その
５２（快安道補）

木造建物C１棟,非木造建物C１棟,
附帯工作物2戸,独立工作物2箇所,
倉庫2事業所,移転雑費1世帯

栃　木　県

栃　木　県用地測量0.02万㎡市有地測量業務（泉が丘２丁目）元　請宇都宮市

利根川水系砂防事務所 元　請

大田原土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　西那須野薄葉線そ
の５１（快安道補）

栃　木　県

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　総合スポーツゾー
ンその５２（県単ＧＳＺ）

用地測量　1.13万㎡ 栃　木　県

木造A１棟,附帯工作物1戸,駐車場使用実態
1権利者,照応建物1案,木造A(既調査有)1
棟,移転雑費1世帯(再算定)木造建物A1棟,
附帯工作物1戸

栃　木　県



(登録業種区分)　補償関係コンサルタント　

測　量　等　実　績　調　書

注　文　者
元請又は
下請の別

件　　　　名 測量等対象の規模等
業務履行場所の
ある都道府県名

日光土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　田川その８１（安
全川補）

用地測量0.07万㎡,附帯工作物2
戸,独立工作物1箇所

栃　木　県

宇都宮土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　宇都宮今市線その
５３（快安道補）

附帯工作物　1戸 栃　木　県

宇都宮市 元　請
物件等調査算定業務委託分割２号(都市
計画道路３･３･１０５号産業通り(陽東
Ⅰ))

木造A2棟,非木造B2棟,農家敷地B1棟,独立工
作物2箇所,駐車場使用実態1権利者,照応建物
4案,営業D2事業所,動産1戸･6事業所,その他
通損10世帯,消費税4事業者

栃　木　県

さくら市 元　請
令和元年度　補償調査算定業務委託（市
道Ｕ１０８０号）

用地測量　0.03万㎡
附帯工作物　4戸

栃　木　県

調査(木造2棟,非木造3棟,附帯工作物3戸,
動産2戸,その他通損17世帯)算定(木造4棟,
非木造1棟,附帯工作物4戸,動産2戸,その他
通損18世帯)

栃　木　県

烏山土木事務所 元　請
用地調査等業務委託　那須烏山矢板線そ
の５１(快安道補)

用地測量　2.18万㎡ 栃　木　県

宇都宮市 元　請 建物等調査算定業務委託（分割５号）


