
■業務実績（測量）令和元年～昭和46年（抜粋）  日本測地設計株式会社

契約年 発  注  機  関 件        名

R2 東京都財務局 用地測量調査委託その4(単価契約)
R2 新宿区 道路区域線測量委託（補助第72号線第Ⅰ期区間）
R2 江東区 塩浜二丁目の一部（1地区）地籍調査業務委託（E’2～H’工程）（その2）
R2 東高島駅北地区土地区画整理組合 E地区造成工事に伴う測量業務(単価契約)
R2 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 令和2年度境界点設置測量等業務委託(単価契約)
R2 鶴ヶ島市 街区点杭打等業務(単価契約)若葉駅西口地区
R2 飯能市 阿須小久保線測量設計業務委託
R2 本田技研工業株式会社 埼玉製作所狭山工場測量
R2 浦安市 浦安市地籍本調査測量業務委託(海楽2丁目の一部)
R2 浦安市 浦安市地籍本調査測量業務委託(東野2丁目の一部)
R2 流山市 鰭ヶ崎・思井地区換地処分に伴う申請業務委託(国土調査法19条5項申請)
R2 古河市 2駅南国交52-1市道294他現況測量業務委託
R2 京成建設株式会社 高根公団第2ビル建替えに伴う測量調査他業務
R2 筑波都市整備株式会社 ひたち野うしく西友駐車場測量業務
R2 瀬戸市 （仮称）瀬戸中水野駅周辺土地区画整理事業地区界測量調査業務委託
R2 独立行政法人都市再生機構西日本支社 02-桂木団地現況その他測量
R2 国土地理院東北地方測量部 電子基準点現地調査及び電子基準点付属標取付観測(宮城福島地区)
R1 足立区 道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第5号）
R1 江東区 塩浜二丁目の一部（1地区）地籍調査業務委託（E'1～FR工程）（その1）
R1 東京都中央卸売市場 31豊洲市場5街区敷地求積図作成業務委託
R1 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成31年度境界点設置測量等業務委託（単価契約）
R1 東高島駅北地区土地区画整理組合 2019年度詳細設計協議に関する会社道踏切拡幅検討のための準拠点測量業務
R1 東高島駅北地区土地区画整理組合 2019年度道水路等図面謄本取得作業業務
R1 草加市 新田駅西口地区街区点・画地点設置測量業務委託（単価契約）
R1 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 出来形確認測量等業務委託(31-1)
R1 飯能市 双柳南部土地区画整理事業街区確定及び画地確定測量業務委託
R1 流山市 鰭ヶ崎・思井地区出来形確認に伴う基準点設置業務委託
R1 船橋市 地区界測量業務委託
R1 船橋市 街区確定測量業務委託
R1 茨城県土浦土木事務所 30国補緊道第30-16-213-0-074号上河原崎･中西地区不突合調査業務委託
R1 鹿嶋市 1鹿区整第22号　街区・画地確定測量業務委託
R1 茨城県竜ケ崎工事事務所 31県単阿見整第31-16-228-0-068号街区画地確定測量業務委託（その3）
R1 大槌町 町方地区津波復興拠点整備確定測量業務委託
R1 大槌町 町方地区防集団地外分筆登記申請書類作成業務委託
R1 相馬市 令和元年農用地等災害復旧測量設計業務委託その1
H30 東京都第二建設事務所 平成30年度用地補足測量（単価契約）（その2）
H30 新宿区 測量業務委託（補助第72号線第Ⅰ期区間）
H30 中野二丁目土地区画整理組合 中野二丁目土地区画整理事業平成30年度街区・画地確定設置等測量業務
H30 八王子市 換地設計に伴う境界点設置測量等委託（単価契約）
H30 東高島駅北地区土地区画整理組合 平成30年度鉄道支障移設のための境界設置業務
H30 幸手市 幸手駅西口土地区画整理事業街区確定測量等業務委託(30-1)
H30 さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 大間木水深特定土地区画整理事業国土調査法第19条第5項指定申請書作成業務委託
H30 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 基準点測量等業務委託（30-1）
H30 柏市 北柏駅北口地区街区及び画地確定計算その他測量委託
H30 千葉県柏区画整理事務所 県単つくばエクスプレス沿線整備委託（画地面積確定計算）
H30 流山市 H30鰭ヶ崎･思井地区街区測設等業務委託
H30 鹿嶋市 30社交鹿区整第1号鹿嶋市平井東部土地区画整理事業出来形確認測量業務委託
H30 守谷市 平成30年度市道211号線測量業務
H30 鹿嶋市 30鹿区整第35号境界確認測量業務委託
H30 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業換地設計・実施計画修正及び出来形確認測量業務委託
H30 瀬戸市 中水野駅周辺地区測量業務委託
H30 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業出来形確認測量業務委託
H30 独立行政法人都市再生機構　宮城・福島震災復興支援本部 石巻市新門脇地区平成30年度街区確定測量（街区点杭打ち）その他業務
H30 南相馬市 市単独道路新設改良事業測量設計(上太田下太田線)業務委託
H30 東亜道路工業株式会社 南相馬太陽光(測量、伐採他)
H29 東京都東部公園緑地事務所 和田堀公園用地測量(29)
H29 東京都第一市街地整備事務所 豊洲地区出来形確認等測量(29-1)
H29 足立区 道路水路区域管理図作成測量委託（道路管理課委託第6号）
H29 東京都都市づくり公社 鶴川駅南地区地区界測量作業委託業務
H29 横浜市 東高島駅北地区における埋立免許区域の境界設置業務委託
H29 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成29年度境界点設置測量等業務委託（単価契約）
H29 塩尻市塩尻駅北地区土地区画整理組合 平成29年度塩尻駅北土地区画整理事業地区界点設置測量業務委託
H29 鶴ヶ島市 街区点杭打等業務(単価契約)若葉駅西口地区
H29 さいたま市中川第一特定土地区画整理組合 都市計画道路変更に伴う路線測量等業務委託
H29 鶴ヶ島市遺跡調査会 仲道柴山遺跡第23次発発掘調査基準点測量業務
H29 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 西八千代北部地区平成29年度街区点等杭打ちその他測量
H29 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部 流山新市街地地区平成29年度A工区外街区確定杭打ちその他測量
H29 柏市 北柏駅北口地区16街区他画地確定測量委託
H29 鹿嶋市 29鹿区整第15号基準点測量業務委託
H29 鹿嶋市 29鹿区整理第27号画地・街区確定測量業務委託
H29 大和ハウス工業株式会社 平成29年度門真市北島東土地区画整理事業に伴う測量業務委託
H29 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業変更事業計画認可申請書作成及び街区・　画地出来形確認測量業務委託
H29 陸前高田市 高田地区被災市街地復興土地区画整理事業従前地分筆登記申請書類作成業務委託
H29 独立行政法人都市再生機構　宮城・福島震災復興支援本部 石巻市新門脇地区平成29年度基準点測量及び街区確定測量（街区点杭打ち）その他業務
H29 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援本部 釜石市片岸地区平成29年度街区確定（杭打ち）その他測量業務
H29 南相馬市 経年管更新事業配水管路測量設計（錦町一丁目地区）業務委託
H28 東京都財務局 用地測量調査委託その3（単価契約）
H28 中央区 地籍調査事業委託(官民境界等先行調査)その2
H28 新宿区 愛日小学校建設敷地測量業務委託
H28 八王子市 換地設計に伴う境界点設置測量等委託（単価契約）
H28 平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合 平成２８年度工事施工等に伴う境界点設置測量等業務委託
H28 三井不動産株式会社 申出換地対象筆の分筆に掛かる申請書及び地積測量図等作成業務
H28 草加市 新田駅西口地区街区点・画地点設置業務委託（単価契約）
H28 宮代町 都市計画道路中央通り線測量設計等業務委託
H28 鶴ヶ島市 街区点杭打等業務（単価契約）若葉駅西口地区
H28 千葉県　柏区画整理事務所 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(画地面積確定計算)(柏北部中央地区)
H28 流山市 鰭ヶ崎・思井地区街区測設等業務委託
H28 日本グリーン電力開発株式会社 茂原太陽光計画に関する基礎調査業務(航空レーザ測量)
H28 鹿嶋市 28鹿区整第11号　街区・画地確定測量等業務委託
H28 鹿嶋市 28鹿区整第14号　街区・画地確定測量等業務委託
H28 守谷市 平成28年度市道2377号線測量設計業務
H28 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業出来形測量外及び換地面積精査業務委託
H28 大和ハウス工業株式会社 平成28年度門真市北島東土地区画整理事業に伴う測量業務委託
H28 宮城県　松島町 銭神大浜地区境界復元測量業務委託
H28 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 石巻市新門脇地区平成２８年度街区確定測量（街区点杭打ち）その他業務
H28 岩手県　釜石市 天神町3号線道路改良測量調査設計業務委託
H28 会津若松市 扇町土地区画整理事業地区　街区・画地出来型確認外測量業務委託
H27 石川建設工業㈱ 道路橋りょう整備（復交）工事（改良）に伴う中心点設置その他測量
H27 東京都第一市街地整備事務所 豊洲地区街区確定(設置)等測量(27-1)
H27 中央区 地籍調査事業委託(官民境界等先行調査)その2
H27 八王子市 換地設計に伴う境界点設置測量等委託（単価契約）
H27 イオンモール株式会社 平塚大神物件　賃貸街区申出対象筆分筆に掛かる申請書及び地積測量図等作成業務
H27 さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 杭打測量・換地修正外業務委託(単価契約)
H27 春日部市中央一丁目地区市街地再開発準備組合 春日部市中央一丁目地区第一種市街地再開発事業平成27年度現況等測量業務
H27 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 街区点等杭打業務委託(27-1)
H27 千葉県　柏区画整理事務所 県単つくばエクスプレス沿線整備委託(街区･画地面積確定計算)(柏北部中央地区)
H27 流山市 鰭ヶ崎･思井地区街区測設等業務委託
H27 坂東市 (仮称)沓掛地区土地区画整理事業測量業務委託
H27 鹿嶋市 27鹿区整第7号　路線測量業務委託
H27 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業出来形測量及び換地変更業務委託
H27 羽衣駅前地区市街地再開発組合 南海電鉄用地の権利変換計画に関する境界確認業務
H27 国土交通省　国土地理院 国土調査に伴う基準点測量（岩手県花巻地区外3地区）
H27 宮城県　松島町 漁業集落防災機能強化事業測量業務委託
H27 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 拠点エリアの低未利用地における街区確定（計算）その他測量業務
H27 独立行政法人都市再生機構　首都圏ニュータウン本部　千葉業務部プロジェクトマネージャー(千葉中部業務事務所) 西八千代北部地区平成27年度中心点･街区点等杭打ち測量
H27 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 東松島市東矢本駅北地区平成27年度街区確定測量他業務
H27 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 いわき市下湯長谷地区現況測量その他業務
H27 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 いわき市豊間地区及び薄磯地区平成27年度街区確定測量（中心点及び街区点杭打ち）他測量業務
H26 新宿区 細街路拡幅整備及び道路調査測量委託(その3)
H26 東京都第五建設事務所 現況平面測量(26五の4)
H26 東池袋四丁目2番街区市街地再開発準備組合 東池袋四丁目2番街区市街地再開発計画に係る現地測量等調査業務
H26 八王子市 換地設計に伴う境界点設置測量等委託（単価契約）
H26 横浜市 東高島駅北地区公有水面測量業務
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H26 双柳南部土地区画整理事業　測量及び換地修正業務委託(単価契約) 双柳南部土地区画整理事業　測量及び換地修正業務委託(単価契約)
H26 さいたま市大間木水深特定土地区画整理組合 出来形確認測量業務委託
H26 柏市 北柏駅北口地区内街区・画地確定測量修正業務委託
H26 流山市 鰭ヶ崎・思井地区測量等業務委託
H26 船橋市 画地確定他測量業務委託(飯山満地区)
H26 鹿嶋市 25復交D-19-1鹿都計第15号　平井東部地区路線測量業務委託
H26 鹿嶋市 26鹿区整第32号　街区確定測量(準拠点)他業務委託
H26 鹿嶋市 26鹿区整第33号　街区点杭打ち業務委託
H26 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業基準点外測量業務委託(その3)
H26 香芝市 五位堂駅前北第二土地区画整理事業に伴う換地計画作成及び出来形確認測量業務
H26 宮城県　松島町 漁業集落防災機能強化測量調査業務委託
H26 相馬市 相馬市災害危険区域原釜・尾浜地区用地測量
H26 相馬市 相馬市災害危険区域磯部・蒲庭地区用地測量
H26 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 東武動物公園駅西口地区平成26年度測量業務
H26 独立行政法人都市再生機構西日本支社 神戸学園南地区地役権図面編集業務
H26 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 東松島市東矢本駅北地区平成26年度街区確定測量他業務
H26 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 大槌町町方地区平成26年度Ｂ１工区外街区確定杭打ちその他測量業務
H26 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 いわき市勿来酒井地区現況測量その他業務
H25 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区街区確定(設置)等測量(25-1)
H25 東京都南多摩西部建設事務所 道路台帳補正測量(南西の2)
H25 新宿区 早稲田南町第3ｱﾊﾟｰﾄ用地測量委託
H25 八王子市 換地設計に伴う境界点設置測量等委託（単価契約）
H25 西府土地区画整理組合 平成２５年度　国土調査法第１９条５項認証申請業務委託
H25 鶴ヶ島市遺跡調査会 北権現遺跡(第13次)発掘調査　基準点測量業務
H25 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 県道管理図書作成業務委託(25-1)
H25 流山市 鰭ヶ崎・思井地区登記書類作成業務委託
H25 土浦土木事務所 25県単地特　第25-16-098-0-054号　街区・画地確定・地区界測量業務委託
H25 鹿嶋市 24復交D-19-1-1鹿都計第10号　4級水準測量業務委託
H25 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業基準点外測量業務委託(その2)
H25 国土交通省　国土地理院 三角点低下改埋
H25 環境省福島環境再生事務所 平成25年度南相馬市小高区大富地区廃棄物仮置場候補地等測量業務
H25 環境省福島環境再生事務所 平成25年度（平成24年度繰越）川俣町山木屋地区仮置場予定地測量業務
H25 環境省福島環境再生事務所 平成25年度（平成24年度繰越）飯舘村佐須地区仮置場予定地測量業務
H25 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 仏向町団地移管道路部分に係る分筆等に伴う嘱託登記書類作成その他測量業務
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部  埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区平成25年度画地確定(計算)他測量
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部　千葉常磐開発部 流山新市街地地区平成25年度A工区外街区確定杭打ちその他測量
H25 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部　事業部プロジェクトマネージャー(千葉中部開発事務所) 西八千代北部地区平成25年度中心点・街区点等杭打ち測量
H25 独立行政法人都市再生機構今治都市開発事務所 今治新都市第1地区国土調査法第19条第5項認証申請図書作成業務
H25 独立行政法人都市再生機構九州支社　福岡東部開発事務所 福間駅東地区平成25年度9街区外街区確定(計算)その他測量業務
H25 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援本部 東松島市東矢本駅北地区平成25年度街区確定測量他業務
H25 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 大槌町寺野地区他地区界測量等業務
H24 さいたま市 大門下野田特定土地区画整理事業事業認可申請図書作成
H24 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 道路災害復旧測量設計(20km圏内・津波災)業務委託
H24 茨城県土浦土木事務所 街区・画地確定(その2)地区界測量
H24 浦安市 堀江・猫実B地区確定測量・出来形確認測量及び換地計画図書作成等業務
H24 宮城県仙台港背後地土地区画整理事務所 H25・9時点、工期延期の為作用継続中。
H24 幸手市 幸手駅西口地区土地区画整理事業4級基準点等測量
H24 山田町 町道新田・繋線測量調査業務委託
H24 西府土地区画整理組合 出来形確認測量業務委託
H24 船橋市 飯山満地区事業施行地区界変更に伴う境界測量業務
H24 相馬市 東部地区住宅団地測量及び実施設計等業務委託
H24 中野二丁目地区再開発準備組合 中野二丁目地区再開発事業地区界等測量業務
H24 鶴ヶ島市遺跡調査会 仲道柴山遺跡発掘調査  基準点測量
H24 天理市 山の辺第一工区土地区画整理事業基準点測量業務委託
H24 東京都第一建設事務所 補助第11号線現況及び用地測量
H24 独立行政法人都市再生機構いわき営業所 いわきﾆｭｰﾀｳﾝ境界復元測量業務
H24 独立行政法人都市再生機構首都圏ﾆｭｰﾀｳﾝ本部  千葉常磐開発事務所 流山新市街地地区A工区外街区確定杭打ちその他測量業務
H24 南相馬市 経年管更新事業測量設計業務委託
H24 南相馬市 災害公営住宅整備用地測量業務委託
H24 南相馬市 農地・農業用施設災害測量設計業務委託
H24 南相馬市 防災集団移転促進事業住宅団地測量設計業務委託
H24 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託(単価契約)
H24 八尾市 市道曙川第104号線整備測量設計業務
H23 あきる野市 武蔵引田駅周辺地区土地区画整理事業地区界測量業務
H23 さいたま市 南平野土地区画整理事業公共施設引継ぎ資料作成
H23 国土交通省国土地理院 東北地方太平洋沖地震に伴う高精度三次元測量(福島地区)
H23 国土交通省国土地理院 東北地方太平洋沖地震に伴う三角点改測(茨城県中部地区)
H23 西府土地区画整理組合 街区・画地確定(設置)及び境界標識設置測量業務委託
H23 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区画地確定(設置)等測量
H23 独立行政法人都市再生機構九州支社福岡都市整備事務所 香椎副都心地区平成23年度53街区外街区確定(杭打ち)その他測量
H23 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区 画地確定(計算)他測量
H23 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 仏向町団地(建替)移管公園用地確定その他測量業務
H23 独立行政法人都市再生機構本社 職員宿舎等に係る境界確定その他測量業務
H23 門真市 門真市小路中第1地区公共施設整備に伴う確定測量業務委託
H22 横浜市土地開発公社 みなとみらい五丁目土地分筆等測量業務委託
H22 葛飾区 立石六丁目都市再生地籍調査(街区調査)及び道路台帳補正委託
H22 株式会社  ｱｽﾄﾛ 千葉ﾏﾘﾝｽﾀｼﾞｱﾑ人工芝張替工事(測量)業務
H22 株式会社ﾄｰﾆﾁｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ  西日本支社 京都土地区画資料作成ｷﾘﾝ京都測量(埋標)業務
H22 鎌倉市 深沢地区事業化推進検討業務委託
H22 足立区 区画街路13号用地測量委託
H22 大田区 地籍調査(街区調査)ならびに道路台帳整備委託
H22 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  埼玉東部開発事務所 吉川駅南地区国土調査法第19条5項申請図書等作成
H21 茨城県つくばまちづりｾﾝﾀｰ 街区・画地確定業務委託(その5)
H21 桶川市 滝の宮線関連用地測量
H21 株式会社ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 上田市天神三丁目街区・画地確定測量(杭打ち)、出来高測量業務
H21 国土地理院東北地方測量部 国土調査に伴う基準点測量作業(岩手県奥州地区外1地区)奥州地区新点4点、既地点5点
H21 国土地理院東北地方測量部 基準点現況調査作業(福島地区)
H21 市原市 市原市八幡椎津線用地測量業務
H21 鹿嶋市 町目界変更等に伴う画地確定計算及び画地杭埋標他業務委託
H21 社団法人奈良県都市整備ｾﾝﾀｰ 天理市山の辺第一工区街区点設置測量業務
H21 新宿区 都市再生地籍調査委託
H21 東京都再開発事務所 目黒本町地区用地測量
H21 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  つくば開発事務所 葛城・萱丸地区平成21年度公共施設(道路・下水道)引継図書作成業務
H21 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  狭山開発事務所 狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業用地調査
H21 日本たばこ産業株式会社 上田市天神三丁目番外分筆登記業務
H20 かすみがうら市 路線・用地測量委託
H20 茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 街区・画地確定業務委託
H20 横浜高速鉄道株式会社 みなとみらい21中央地区におけるみなとみらい線区分地上権設定登記に伴う分筆業務
H20 古河市 上辺見地内用地測量業務委託
H20 国土地理院近畿地方測量部 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業
H20 国土地理院東北地方測量部 重点地域高精度三次元測量作業(宮城県仙台地区)
H20 国土地理院東北地方測量部 平成20年度岩手･宮城内陸地震に伴う基準点改測（奥州2地区）
H20 国土地理院東北地方測量部 都市再生街区基本調査福島県伊達市B地区
H20 新宿区 細街路拡幅整備測量委託
H20 淡路市 47街区外画地確定(埋標)その他測量業務
H20 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社  つくば開発事務所 葛城・萱丸地区平成20年度公共施設(道路・下水道)引継図書作成業務
H20 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  栃木開発事務所 宇都宮ﾃｸﾉ地区 現況補足・街区点杭打ち測量
H20 独立行政法人都市再生機構西日本支社  彩都開発事務所 国文都市地区E工区地区界周辺現況その他測量
H20 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 浦安東地区公共施設(道路)引継資料作成等業務
H20 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉・市原開発事務所 おゆみ野・ちはら台宅地管理台帳作成業務
H20 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ事業本部 千葉北部地区7駅圏外杭打ちその他測量業務
H20 南相馬市 道路台帳整備業務委託
H20 毛呂山町 町界町名地番整理事業(岩井西外地区)
H19 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託その1(単価契約)
H19 立川市 立川駅南口土地区画整理事業地区測量委託(単価契約)
H19 独立行政法人都市再生機構東日本支社 神奈川中部開発事務所 真田･北金目地区20街区外街区点杭打ちその他測量
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度街区･画地確定(設置)及び境界標識設置測量業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構東日本支社 南八王子開発事務所 南八王子地区2-1街区外街区確定杭打ちその他測量
H19 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉中央開発事務所 浦和東部第二地区平成19年度街区･画地確定(埋標)その他測量
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 内守谷地区外きぬの里３丁目他測量
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 龍ヶ岡地区白羽４丁目他測量
H19 江戸川区 街区及び画地確定(設置)測量等業務委託(篠崎駅西部地区)
H19 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区基準点測量及び画地確定(設置)測量
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 ひたち野･常総開発事務所 牛久北部地区W1街区外画地確定(杭打)他測量
H19 市原市 姉崎都市改造事務所 姉崎駅西口画地測設測量業務委託
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H19 東京都再開発事務所 用地測量(１９白－１)
H19 東久留米市 19.駅東口第二地区調査設計等委託(その2)
H19 東京都 旧八王子滝山ＡＰ予定地調査測量
H19 新宿区 都市再生地籍調査委託
H19 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社栃木開発事務所 宇都宮ﾃｸﾉ地区平成19年度現況補足・街区点杭打ち測量
H19 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社埼玉西部開発事務所 坂戸入西地区平成19年度販売に伴う画地確定その他測量
H19 東京都第二区画整理事務所 補助第８３号線現況測量
H19 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 横浜都市整備事務所 海岸通団地7､8及び9号棟の敷地に係る地積測量図作成等業務
H19 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託その2(単価契約)
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉･市原開発事務所 CTO平成19年度10-21街区道路台帳(DM)作成その他測量
H19 品川区 都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)委託(中延六丁目地内)
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 つくば開発事務所 平成19年度公共施設(道路･下水道)引継図書作成業務
H19 新宿区 薬王寺児童館測量委託
H19 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成19年度測量業務
H19 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成19年度公共施設引継図書等作成業務
H19 西府土地区画整理組合 平成19年度南裏道等実施設計に伴う測量業務委託
H19 足立区 私道の公道化に伴う下水道施設引継図書作成委託(道路管理課委託第9号)
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉中部開発事務所 西八千代北部地区平成19年度街区点杭打その他測量
H19 国土交通省 国土地理院 ジオイド測量作業(東関東地区)
H19 市原市 姉崎駅西口20街区他画地測設測量業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構 茨城地域支社 龍ヶ岡地区他測量
H19 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区､基準点測量､街区確定(設置)測量､画地確定(設置)測量及び公共用地境界点設置等測量
H19 市原市 姉崎駅西口6街区画地測設測量業務委託
H19 市原市 姉崎駅西口13街区画地測設測量業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 狭山再開発事務所 狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業に係る平成19年度用地関連調査
H19 東京都再開発事務所 用地測量(１９白－2)
H19 独立行政法人都市再生機構東日本支社南八王子開発事務所 南八王子地区清算金台帳作成業務
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 内守谷地区他測量
H19 市原市 姉崎駅西口27街区画地測設測量業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社千葉常磐開発事務所 野田山崎地区15街区外宅地分譲に伴う画地変更業務
H19 北仲通北土地区画整理組合 北仲通北地区平成19年度中心点及び街区点他杭打ち測量業務
H19 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 北竜台地区他測量
H19 株式会社 ﾔﾁﾎ 都市再生機構千葉地域支社千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ事業本部千葉北地区平成18年度1～5駅圏外街区点杭打ちその他測量
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る測量その1(住宅地区細街路追加分)
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る測量その2
H19 株式会社 斎藤建設 篠崎駅西部土地区画整理造成工事(その2)
H19 学校法人 明治大学 明治大学中山寮用地確定業務
H19 ｶﾂﾐﾃｸﾉ株式会社 三郷中央地区平成19年度画地確定(計算)測量他業務
H19 株式会社 大和地所 (仮称)北仲通土地区画整理事業分筆測量等業務委託
H19 株式会社 ｼﾞｪｲﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ (仮称)上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る測量業務変更その1(街区･画地確定測量に係る変更
H19 株式会社 URﾘﾝｹｰｼﾞ 測量のわかる本(測量管理業務ﾏﾆｭｱﾙ)作成業務
H19 株式会社 筑波商事 牛久北部地区分筆に伴う画地点埋標
H19 有限会社 新日本土地 南八王子地区1-17BL分割計算測量業務
H19 東亜道路工業株式会社 若葉駅西口地区 杭打点検他
H19 池辺土地家屋調査･測量事務所 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 鉄建建設株式会社 JV立川駅ｺｽﾓｽ作業所 立川駅改良工仕上他
H19 東急建設株式会社 豊洲大橋建設工事基準点等測量業務
H19 三菱重工橋梁ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式會社 豊洲大橋建設工事基準点等測量業務
H19 大豊建設株式会社 豊洲大橋建設工事基準点等測量業務
H19 株式会社 白石 豊洲大橋建設工事基準点等測量業務
H19 木村測量登記事務所 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 株式会社  桶倉工業 蕨市中央第一地区他基準点復元測量業務
H19 株式会社 ﾈｵ･ｽﾊﾟｯﾄ 敷地測量､道路測量業務
H19 株式会社  日新 海岸通団地7.8及び9号棟の敷地に係る地積測量図作成業務
H19 ﾉｻﾞﾜ工業株式会社 新宿区上落合2丁目境界点復元測量
H19 植田測量設計事務所 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 池辺土地家屋調査･測量事務所 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 有限会社 佐々山測量設計事務所 原小宮地区画地分割に伴う境界杭設置作業
H19 株式会社 片平測量 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 ﾉｻﾞﾜ工業株式会社 高田馬場二丁目復元測量業務(その2)
H19 ﾉｻﾞﾜ工業株式会社 高田馬場二丁目復元測量業務(その1)
H19 株式会社 ｶﾀｸﾗ 南八王子地区1-28､2-23街区内分割計算等測量業務
H19 山口工業株式会社 太子堂三丁目地区境界杭修正業務
H19 東京電力株式会社 立川支社 立川駅南口地区点検測量
H19 東武谷内田建設株式会社 若葉駅西口地区境界石設置業務(1街区)
H19 大西建設株式会社 立川駅南口土地区画整理地区内(区画街路61号線)測量
H19 桂不動産株式会社 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 合資会社 紙之友社 東京都足立区関原三丁目1723-1地積更正分筆･所有者移転登記等申請業務
H19 清水建設株式会社 豊洲ﾃﾌﾟｺ豊洲ﾋﾞﾙ敷地求積図作成
H19 株式会社 福田組 ｹｰﾌﾞﾙ測定業務
H19 株式会社 ﾏﾙﾀﾂ 龍ヶ崎市白羽4-5-4境界標設置測量
H19 池辺土地家屋調査･測量事務所 牛久北部地区特定土地区画整理事業に係る仮換地分割に伴う境界杭設置
H19 飯能市 双柳南部土地区画整理事業 測量及び換地修正業務委託
H19 鶴ヶ島市 街区点等杭打業務 若葉駅西口地区
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 画地確定測量(計算)業務委託
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 路線測量等業務委託
H19 さいたま市 出来形確認測量業務(南平野)
H19 北本市 画地確定測量変更計算業務委託
H19 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 街区点等杭打業務委託
H19 独立行政法人都市再生機構西日本支社 北摂開発事務所 北摂(住宅)地区Ⅳ-70工区外現況その他測量
H19 独立行政法人都市再生機構西日本支社 滋賀開発事務所 伊香立地区18街区確定(杭打ち)外測量
H19 株式会社 ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ 阪神西宮駅基盤整備に関する基礎調査
H19 木津川市 市道335号線木津山田川線測量設計業務
H19 門真市 小路中第1地区宅地計画調査業務
H19 茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 19県単地特第19-16-098-0-056号 街区･画地確定業務委託
H19 守谷市 19国補街区･画地出来形確認測量他業務その1
H19 守谷市 守谷市所有地分割に伴う画地確定計算及び画地杭埋標他業務
H19 古河市 H19国補まち交第1-5号古河駅西口地区文学館･奥原晴湖画室移転先用地測量補償調査業務委託
H19 古河市 H19国補まち交第1-10号上辺見地内用地測量業務委託
H19 守谷市 19国補街区･画地出来形確認測量他業務その2
H19 茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 19伊谷公管金第19-16-099-0-056号街区･画地確定業務委託(1工区その2)
H19 守谷市 19国補守駅区整画地確定測量業務
H19 南相馬市 石綿管更新事業配水管路測量設計(小川町地区)業務委託
H19 国土地理院 東北地方測量部 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 福島県伊達市A地区
H19 国土地理院 東北地方測量部 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業 福島県伊達市A地区(その2)
H18 国土交通省国土地理院東北地方測量部 国土調査法に伴う基準点測量作業(福島県田村都路地区外3地区)
H18 国土交通省国土地理院東北地方測量部 国土調査法に伴う基準点測量作業(福島県喜多方山都地区外1地区)
H18 守谷市 18国補守駅区画整画地確定計算測量業務
H18 茨城県つくばまちづくりｾﾝﾀｰ 18県単地特第18-16-098-0-073号街区･画地確定業務委託
H18 独立行政法人都市再生機構西日本支社  北摂開発事務所 北神戸第二地区外平成18年度公共施設引継図書作成業務
H18 独立行政法人都市再生機構西日本支社 関西文化学術研究都市事業本部 木津中央地区平成１８年度街区確定（計算）測量その２
H18 国土地理院近畿地方測量部 街区基準点測量及び街区点測量作業（滋賀県東近江市第１（八日市市）・東近江市第２（能登川町）地区）
H18 桶川市 都市計画道路3・3・4滝の宮線用地測量業務委託
H18 埼玉県伊奈新都市建設事務所 出来形確認測量業務委託(その3)
H18 幸手市 幸手駅西口土地区画整理事業  路線測量等業務
H18 草加市 新田駅西口地区現況測量業務委託
H18 桶川市下日出谷東特定土地区画整理組合 街区確定測量等業務委託
H18 鶴ヶ島市 街区点等杭打業務 若葉駅西口地区
H18 飯能市 双柳南部土地区画整理事業 測量及び換地修正業務委託
H18 株式会社ｼﾞｪｨﾃｨ開発ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ （仮称）上田市天神三丁目土地区画整理事業に係る測量その１
H18 社団法人 全国国土調査協会 新宿区都市再生地籍調査事業測量業務委託
H18 横浜高速鉄道株式会社 みなとみらい21中央地区におけるみなとみらい線区分地上権設定登記に伴う分筆業務
H18 遠州中央農業共同組合静岡県経済農業協同組合連合会 袋井市久能向井土地区画事業平成18年度業務委託(下半期)
H18 東久留米市 18.駅東口第二地区調査設計等委託(その3)
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社  埼玉東部開発事務所 吉川駅南地区画地確定測量(計算)業務
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 葛城地区外平成18年度公共施設(下水道)引継ぎ図書作成業務
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  千葉都市整備事務所 千葉中央港地区9街区外街区確定(埋標)その他測量
H18 横浜市 みなとみらい21地区新高島駅出入口階段施設区分地上権設定に係る測量業務委託
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社  木更津開発事務所 KND世界測地系変換その他測量
H18 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成18年度測量業務
H18 世田谷区 太子堂三丁目地区  地区界点測量その他業務委託

計
H18 横浜市土地開発公社 高島一丁目土地求積図作成業務委託
H18 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区公共用地境界点設置測量
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H18 品川区 都市再生地籍調査(官民境界等先行調査)委託(中延六丁目地内)
H18 東京都再開発事務所 白鬚西地区用地境界測量及び引継ぎ図書作成委託
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 栃木開発事務所 宇都宮テクノ地区 平成18年度現況補足その他測量
H18 独立行政法人都市再生機構神奈川地域支社 横浜都心臨海都市整備事務所 平成18年度北仲通北地区街区確定測量等業務
H18 東久留米市 18.駅東口第二地区調査設計等委託
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 石岡南台地区外南台4丁目他測量
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 内守谷地区外きぬの里3丁目他測量
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 龍ヶ岡地区城ﾉ内4丁目他測量
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉東部開発事務所 物井地区平成18年度画地確定(計算)測量
H18 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 葛飾新宿六丁目地区街区確定その他追加その3測量業務
H18 横浜市土地開発公社 高島一丁目地区土地分筆測量業務委託
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉東部開発事務所 吉川駅南地区従前筆境界点確定業務(その2)
H18 独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社 狭山再開発事務所 狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業権利変換計画に係る用地関連調査業務
H18 独立行政法人都市再生機構 東日本支社 東京都街区点測量業務19(中央区2)
H18 新宿区 富久町用地図面作成委託
H18 独立行政法人都市再生機構機構茨城地域支社 つくば開発事務所 葛城地区外平成18年度公共施設(道路)引継ぎ図書作成業務
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度街区･画地確定計算測量変更業務
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 ひたち野･常総開発事務所 牛久北部地区W101街区外画地確定(杭打)他測量
H18 東京都再開発事務所 白鬚西地区公園引継図書作成委託(１８白－１)
H18 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社千葉･市原開発事務所 ＣＴＯ 平成18年度10-21街区街区確定(杭打ち)その他測量
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区平成18年度画地確定(計算)測量他業務
H18 独立行政法人都市再生機構機構東京都心支社 葛飾区新宿六丁目地区道路認定図書等作成業務
H18 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託その2(単価契約)
H18 東京都第一区画整理事務所 現況測量(18豊－２)
H18 新宿区 道路区域線図面作成委託(その1)
H18 東京都第五建設事務所 木遣り橋公示用図書等作成委託
H18 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区基準点測量及び画地確定(変更計算･設置)測量等
H18 市原市 姉崎駅西口画地測設測量及び換地修正業務委託
H18 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成18年度測量業務
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 竜ヶ丘地区藤ヶ丘6丁目他用地測量
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 北守谷地区松前台5丁目他用地測量
H18 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 北竜台地区長山7丁目他分筆測量
H18 西府土地区画整理組合 平成18年度街区･画地確定(設置)および境界標識設置測量業務
H18 千葉県東葛飾地域整備ｾﾝﾀｰ柏区画整理事務所 地方道路交付金･県単つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ沿線整備委託(画地確定測量 計算 その2)
H18 東京都第一区画整理事務所 公示用図書作成委託(供用開始)
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉西部開発事務所 坂戸入西地区外 平成18年度販売に伴う画地確定その他測量
H18 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉中央開発事務所 浦和東部第二地区 平成18年度街区･画地確定(埋標)その他測量
H18 独立行政法人都市再生機構機構東日本支社 南八王子開発事務所 南八王子地区1-1街区外街区確定杭打ちその他測量
H18 独立行政法人都市再生機構機構 埼玉地域支社 埼玉東部開発事務所 吉川駅南地区従前筆境界点確定等業務
H18 東京都 用地測量調査委託その1(単価契約)
H18 新宿区 細街路拡幅整備測量委託(その1)
H18 立川市 立川駅南口土地区画整理事業地区測量委託(単価契約)
H18 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託その1(単価契約)
H17 原町市 測量設計(日の出町地区)業務委託
H17 気仙沼市 平成17年度気仙沼市一級水準測量調査業務
H17 福島市 福島北土地区画整理事業 街区･画地出来形確認測量他(市単1工区)業務委託
H17 守谷市 17国補守駅区整画地確定計算測量業務
H17 茨城県県南都市建設事務所 17県単地特第17-16-098-0-071号 街区確定業務委託
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第10号委託(境界杭修復測量業務)
H17 守谷市 守谷駅周辺の測量及び分筆申請業務
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第9号委託(街区画地測量ﾃﾞｰﾀ化作成業務)
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第5号委託(現況測量業務)
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第4号委託(道路境界ﾌﾟﾚｰﾄ破損修復測量業務)
H17 守谷市守谷東特定土地区画整理組合 17組単守谷東特区組第3号委託(境界杭設置業務)
H17 守谷市土地開発公社 画地杭改埋工事
H17 茨城県県南都市建設事務所 17県単地特第17-16-098-0-073号 街区確定業務委託
H17 独立行政法人都市再生機構西日本支社 神戸西開発事務所 神戸学園南地区平成１７年度２１街区外画地確定（計算）他測量
H17 国土交通省国土地理院 近畿地方測量部 街区基準点測量及び街区点測量作業（兵庫県西脇市地区）
H17 独立行政法人都市再生機構西日本支社 神戸西開発事務所 神戸学園南地区平成１７年度１３街区外画地確定（杭打ち）他測量
H17 高槻市阪急上牧駅北土地区画整理組合 高槻都市計画事業阪急上牧駅北特定土地区画整理事業高槻市阪急上牧駅北地区平成１７年度公共施設引継書他業務
H17 淡路市 富島地区６８街区外画地確定（埋標）その他測量
H17 独立行政法人都市再生機構西日本支社 北摂開発事務所 北神戸第二・第三外１地区45街区他街区確定その他測量
H17 鷲宮町東鷲宮土地区画整理組合独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構 幸手都市計画事業東鷲宮土地区画整理事業公共施設引継図書及び登記申請書作成業務委託
H17 飯能市 双柳南部土地区画整理事業測量業務委託(単価契約)
H17 鶴ヶ島市 街区点等杭打業務 若葉駅西口地区(単価契約)
H17 興陽電設株式会社 下水道管敷設工事(17豊-18)
H17 財団法人 首都高速道路技術ｾﾝﾀｰ 環状6号測量基準点位置検討業務
H17 遠州中央農業協同組合静岡県経済農業協同組合連合会 袋井市久能向土地区画整理事業平成17年度調査設計業務(下半期)
H17 株式会社 由田 東雲1号橋（仮称）取付擁壁設置工事(17豊－3)
H17 興陽電設株式会社 電線共同溝設置工事(17豊ｰ15)
H17 JFE工建株式会社 (高負)HM13工区(1)上部･橋脚工事
H17 社団法人 全国国土調査協会 新宿区市街地緊急地籍調査地区測量業務委託
H17 勝村建設株式会社 (負)ＨＭ12工区豊洲出入口下部･擁壁･土木工事
H17 大成ロテック株式会社 街路築造工事(１６豊－１０)
H17 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 内守谷地区 きぬの里3-12分筆測量業務
H17 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 北守谷地区 久保ヶ丘4-1他分筆測量業務
H17 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 葛飾区新宿六丁目地区街区確定その他追加その2測量業務
H17 東京都第一区画整理事務所 豊洲地区街区確定(設置)測量及び基準点測量
H17 東京都再開発事務所 白鬚西地区公園台帳及び引継図書作成(17白－1)
H17 東京都第一区画整理事務所 測量調査(17豊-16)
H17 あきる野市原小宮土地区画整理組合 原小宮土地区画整理事業平成１７年度測量業務
H17 東京都再開発事務所 用地測量(１７白-2)(単価契約)
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉東部開発事務所 吉川駅南地区平成17年度画地確定測量(計算)業務
H17 東京都第一区画整理事務所 補助315号線道路区域決定公示用図書作成委託
H17 独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社 狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業境界確定追加測量業務
H17 東京都第五建設事務所 隅田川橋りょう(仮称)道路台帳測量
H17 独立行政法人都市再生機構 東日本支社 平成17年度1東京都都市再生街区基本調査に係る街区点測量業務(足立区)
H17 独立行政法人都市再生機構 東日本支社 平成17年度11千葉県都市再生街区基本調査基礎資料収集その他業務その1
H17 新宿区 4級基準点測量委託
H17 東京都新交通建設事務所 東雲2号橋 公示用図書作成委託
H17 独立行政法人都市再生機構 千葉地域支社 千葉常磐開発事務所 野田山崎地区45-5外宅地分譲に伴う画地変更業務
H17 立川市 立川駅南口土地区画整理事業公共施設管理引継協議用資料作成委託
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉都市整備事務所 千葉中央港地区10-1街区外街区確定(埋標)その他測量
H17 立川市 立川駅南口土地区画整理事業地区測量委託その2(単価契約)
H17 市原市 姉崎駅西口土地区画整理事業出来形確認測量業務委託
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉東部開発事務所 物井地区平成17年度画地確定計算その他測量
H17 東京都再開発事務所 荒区街3号線他道路台帳測量及び引継図書作成
H17 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 新宿区西富久町地区(28画地他)境界確認書作成に伴う図面の修正業務
H17 独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構国鉄清算事業本部 東日本支社 鷲宮貨物ターミナル(4街区)分筆測量
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉常磐開発事務所 三郷中央地区 画地確定(計算)測量
H17 国土交通省国土地理院 精密測地網高度地域基準点測量作業(相馬地区)
H17 東京都第一区画整理事務所 公示用図書作成委託(供用開始)
H17 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 龍ｹ岡地区 松ｹ丘二丁目他分筆測量業務
H17 独立行政法人都市再生機構東日本支社 多摩事業本部 南多摩地区Ｂ－７外平成17年度確定その他測量
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉常磐開発事務所 野田山崎地区(みずき)45-9街区外宅地分譲に伴う測量業務
H17 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 ひたち野･常総開発事務所 牛久北部地区 第6工区外画地確定(杭打)他測量
H17 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託その2(単価契約)
H17 独立行政法人都市再生機構東京都心支社 葛飾新宿六丁目地区街区確定その他追加測量業務
H17 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社 葛城開発事務所 葛城地区平成１７年度街区点杭打ち(その1)その他測量
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉中央開発事務所 浦和東部第二地区 平成１７年度街区確定(杭打ち)その他測量
H17 東京都再開発事務所 用地測量(１７白－1)(単価契約)
H17 市原市 姉崎駅西口画地測設測量及び換地修正業務委託
H17 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 埼玉西部開発事務所 坂戸入西地区外 平成17年度販売に伴う画地確定計算その他測量
H17 独立行政法人都市再生機構千葉地域支社 千葉･市原開発事務所 ＣＴＯ１０－２１・３４街区確定(杭打)測量(その1)
H17 西府土地区画整理組合 平成17年度街区･画地確定(設置)および境界標識設置測量業務
H17 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区確定･出来形確認測量
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度公共施設引継図書作成業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度街区点及び画地点出来形確認その他測量業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度街区点及び画地点標識設置測量業務
H17 野津田丸山土地区画整理組合 野津田丸山土地区画整理事業平成17年度街区点及び画地点杭打測量業務
H17 八王子市 上野第二地区境界点設置測量等委託(単価契約)
H16 東京都 相原・小山地区換地処分嘱託登記に伴う図書作成委託
H16 地域振興整備公団 平成16年度静岡東部拠点第一地区土地区画整理事業に係る移転補償（その１）業務
H16 東京都第一区画整理事務所 瑞江駅南部地区換地計画図書等作成委託
H16 新宿区 建物調査委託（その１）
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H16 市原市 姉崎駅西口画地測設測量及び換地修正業務委託
H16 日野市 用途地域等全体見直し調査（その３）委託
H16 独立行政法人都市再生機構 平成16年度土地有効利用事業に係る湊二丁目地区土地区画整理推進計画等策定調査
H16 秦野市 平成16年度市道71号線歩道設置事業に伴う建物等調査委託業務（その２）
H16 （学）川村学園 川村学園の保育施設及びグラウンド建設に係る開発許可申請業務
H16 （株）イトーヨーカ堂 土地利用基本調査業務
H16 医療法人社団  聖仁会 我孫子聖仁会病院測量・地質調査及び設計業務委託
H16 関東特殊製鋼（株） 辻堂駅北口地区土地区画整理事業事業化検討調査
H16 （財）日本緑化センター 国分寺崖線保全整備に係る権利調査（世田谷区）
H16 北本市 事業推進方策検討業務委託
H16 大阪府水道部 配水管路図修正委託（枚岡北分岐加圧後）
H16 国土地理院近畿地方測量部 街区基準点測量作業（大阪府大阪市東淀川区第１・旭区第２地区）
H16 （株）アーバン・エース 高槻市阪急上牧駅北地区平成16年度換地計画準備他業務のうち調査業務
H16 大津市 善所駅周辺地区普及啓発業務
H16 松原市 平成16年度事業に伴う家屋事前調査（16-15）
H16 藤代町 15町単公区南第15号 町名変更申請委託
H15 （財）練馬区都市整備公社 記念誌作成業務
H15 府中市 物件調査及び建築物等移転補償金算出資料作成委託（その１）
H15 地域振興整備公団 平成15年度水戸区画整理管理業務
H15 都市基盤整備公団 みなとみらい21中央地区高島エリア換地設計変更その他業務
H15 千葉県水道局 鎌ヶ谷市南初富１丁目13番地先外４ヶ所道路改良関連配水管布設替工事に伴う設計業務委託
H15 国土交通省  関東地方整備局横浜国道事務所 Ｈ15年度小田原出張所管内測量業務
H15 都市基盤整備公団 長津田地区換地計画その他業務
H15 都市基盤整備公団 成瀬第二地区平成15年度換地設計修正その他（その２）業務
H15 都市基盤整備公団 土地区画整理事業を活用した防災公園街区整備事業の事業成立性追加検討業務
H15 市原市 八幡宿駅東口土地区画整理事業仮換地変更業務委託
H15 （財）区画整理促進機構 黒川地区新駅設置に係る共同住宅区等への影響評価検討業務
H15 （学）山野学苑 敷地整序型土地区画整理事業に関する業務委託
H15 定期借地権普及促進協議会 平成15年度定期借地権付住宅供給実績調査の分析及び報告書作成に係わる業務
H15 （財）国土計画協会 平成15年度長崎駅周辺地区土地区画整理事業実施方針修正検討業務にかかる資料収集及び計画立案作業
H15 （株）オリエンタルコンサルタンツ 大手町区画整理事業調査
H15 さいたま市 南与野駅西口土地区画整理事業汚水管渠詳細設計業務委託
H15 さいたま市 日進駅まちづくりワークショップ等運営業務委託
H15 越生町 上野東公共施設引継書及び道路台帳作成委託
H15 吉川市 武蔵野操車場跡地周辺地区基本計画書及び事業計画書（案）作成業務委託
H15 八潮市 建物移転補償促進（その６）業務委託
H15 川里町 広田中央特定土地区画整理事業費用便益調査業務委託
H15 都市基盤整備公団 神戸東部新都心地区換地計画作成等業務
H15 都市基盤整備公団関西支社 神戸学園南地区平成15年度街区確定測量（計算）
H15 都市基盤整備公団 富島地区平成15年度建物等調査算定業務（その６）
H15 都市基盤整備公団 南田辺北地区平成16年度公共下水道実施設計
H15 都市基盤整備公団 南山地区3-3・7工区宅地品質管理台帳作成業務
H14 日野市落川土地区画整理組合 日野市落川土地区画整理組合事業平成14年度事務委託
H14 地域振興整備公団 14G-200Y-36 換地設計における事業収支改善方策検討業務
H14 鎌倉市 大船駅西口整備計画検討資料作成業務委託
H14 （財）東京都新都市建設公社 西平山地区画地確定(計算)測量その２及びその他作業
H14 都市基盤整備公団 千原台地区清算金台帳作成その他業務
H14 江戸川区 篠崎駅西部地区換地設計（上四地区）及びまちづくり協議会説明資料等作成委託
H14 （財）東京都新都市建設公社 町田市相原駅周辺地区現況（補足）測量（その３）並びにその他作業
H14 都市基盤整備公団 さいたま新都心周辺地区（氷川参道周辺地区）整備方策検討調査業務
H14 東京都再開発事務所 亀戸・大島・小松川地区用地測量（その12）
H14 東京都第二区画整理事務所 汐留地区換地設計変更図書等作成委託
H14 都市基盤整備公団 飯能大河原地区換地設計その他業務
H14 メルシャン（株） 公共事業の施行に伴う損失補償のコンサルティング業務
H14 （財）住宅都市工学研究所 土地区画整理事業区域における一体的街区利用のための民間事業者提案とりまとめ業務
H14 （社）日本交通計画協会 民間都市開発を誘導する道路整備検討調査
H14 （財）区画整理促進機構 平成14年度盛岡南新都市地区直接施行検討（その１）業務
H14 レールシティ東開発（株） 武(操)跡地土地処分促進策検討調査２
H14 西宮市 公共基準点調査業務委託
H14 西宮市西宮北口山手幹線南土地区画整理組合 西宮北口山手幹線南土地区画整理事業平成14年度区画整理登記他･測量業務
H14 大津市 雄琴駅周辺土地区画整理事業換地計画書作成
H14 大津市 浜大津駅前Ａ地区土地区画整理事業概略換地設計業務
H14 都市基盤整備公団 名塩地区平成14年度新住登記業務
H14 神戸市 北神戸第二・第三地区換地処分（その２）業務
H14 （財）兵庫県都市整備協会 宝塚市中筋JR南地区換地計画業務
H14 堺市 大浜北町市有地整備基本計画の検討資料作成業務
H14 都市基盤整備公団 ルネス相生町賃貸施設耐震改修工事に伴う補償に関する調査・算定業務
H14 神戸市 北神戸第二地区善入川流域確認業務
H14 友部町 平成14年度友部駅周辺地区まちづくり勉強会資料作成業務
H14 原町市 駅前北部土地区画整理事業画地確定測設業務委託
H14 国土地理院東北地方測量部 世界測地系への移行に伴う基準点改測作業(秋田県湯沢地区)
H13 千葉県水道局 千葉市中央区川戸町383番地先外下水道関連配水管布設替工事に伴う設計業務委託
H13 大田区 道路台帳整備測量委託
H13 東京都西多摩建設事務所 奥地すべり防止区域測量（13-2）
H13 東京都中央卸売市場 13築地市場の整備に係わる影響調査（概略換地計画）
H13 都市基盤整備公団 新川崎・新鶴見地区概略換地設計（その２）作成業務
H13 東京都第四建設事務所 道路敷地調査測量（主張線方式その１）
H13 都市基盤整備公団 千原台地区換地計画書作成業務
H13 東京都港湾局 平成13年度豊洲・晴海地区開発整備計画の一部（豊洲地区）改訂に関する調査委託
H13 東京都水道局東部第一支所 江戸川区瑞江駅南部土地区画整理地区境界点復元測量委託
H13 日野市百草園駅北土地区画整理組合 記念誌作成業務
H13 都市基盤整備公団 新鎌ヶ谷地区鎌ヶ谷市役所外周辺整備工事に伴う工作物等再算定業務
H13 都市基盤整備公団 広域幹線道路一体型都市基盤整備方策検討調査
H13 市原市 町名地番変更基礎資料作成委託業務
H13 （財）東京都新都市建設公社 町田市相原駅周辺地区現況測量（その２）並びにその他作業
H13 東京都第一区画整理事務所 有明北地区換地設計図書（修正）等作成業務委託
H13 （財）都市みらい推進機構 末広・高浜地区整備基本計画策定調査関連業務（その２）
H13 （財）都市づくりパブリックデザインセンター 「歩いて暮らせる街づくり」を実現するための新たな市街地整備手法の検討調査
H13 （社）全日本土地区画整理士会 大都市の既成市街地における都市構造の再編に資する土地区画整理事業の推進方策に関する調査
H13 東京電力（株）多摩支店  八王子営業所 八王子みなみ野地区内22KV配電塔用地境界石･測量･復元
H13 （株）アトリエ74建築都市計画研究所 小倉末広地区事業化推進検討調査
H13 北浦和ターミナルビル（株） 北浦和１丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う県道さいたま岩槻線・市道H5号線交差点変更詳細設計業務
H13 八潮市 交差点改良実施設計業務委託
H13 都市基盤整備公団 芦屋中央地区換地計画図書作成業務
H13 都市基盤整備公団 土岐地区13-換地設計他業務
H13 都市基盤整備公団関西支社 大阪竜華都市拠点地区竜華東西線4工区外街区確定(杭打ち)他測量
H13 （財）兵庫県都市整備協会 日高町江原駅東地区換地計画・換地処分業務
H13 井出町 山城多賀駅周辺地区補足測量及び地図修正作業
H12 都市基盤整備公団千葉地域支社 千葉東南部地区第９工区132街区外街区確定測量
H12 都市基盤整備公団 金田東地区平成12年度事業広報誌作成業務
H12 千葉市 南生実町38号線他1測量業務委託
H12 都市基盤整備公団 蘇我臨海部地区事業化方策検討調査
H12 都市基盤整備公団千葉地域支社 高柳西部地区86街区外街区点埋標その他測量
H12 （株）エムアンドピーエンジニアリング 東鷲宮地区駅前広場基本構想書
H12 （財）都市みらい推進機構 蘇我臨海部地区事業化検討調査
H12 スポーツ施設（株） 北部拠点宮原地区基準点および画地点杭打ち測量
H12 （社）全国競輪施行者協議会 競輪場撮影及び写真作成（京王閣、京都、和歌山、高知、富山）
H12 埼玉県住宅供給公社 保留地処分促進等検討業務委託
H12 大利根町土地開発公社 町道105号線道路用地取得事業に伴う建物及び物件の移転補償調査・積算業務委託
H12 大阪府北部公園事務所 箕面公園休憩所新築工事に伴う家屋調査委託
H12 京都市 京都駅地区土地区画整理事業の換地処分に伴う清算金徴収交付に係る各種帳票作成業務及び新旧対象図等作成業務委
H12 都市基盤整備公団関西支社 真美ヶ丘地区I-51街区外画地確定（埋標）他測量
H12 都市基盤整備公団 播磨地区12-墓地等移転実施方針策定業務
H12 都市基盤整備公団 枚方長尾地区雨水管渠改良その他設計
H12 （財）関西文化学術研究都市推進機構 木津地区自然環境保全検討調査(2）
H11 東京都第一再開発事務所 瑞江駅南部地区4級基準点及び確定（街区点等設置）測量
H11 建設省国土地理院口関東地方測量部 強化地域高精度三次元測量作業（首都圏中部地区）精密水準測量（千葉地区）
H11 住宅・都市整備公団口千葉ニュータウン 千葉北部地区平成11年度5住区現況その他測量
H11 都市基盤整備公団口千葉・市原開発 千葉東南部地区  第9工区外2工区街区確定（杭打）その他測量
H11 鶴ヶ島市若葉駅西口口土地区画整理事務所 画地確定測量（計算）業務  若葉駅西口地区
H11 東京都第一再開発事務所 白髭西地区用地測量及び基準点測量等
H11 住宅・都市整備公団口千葉ニュータウン 千葉北部地区平成11年度大山口地区外道路台帳作成業務
H11 猪苗代町 猪苗代南部土地区画整理事業猪苗代中央線外1線測量設計委託
H11 ひたちなか市 佐和駅東街区確定測量・路線測量委託（11臨交佐東区委託第1号）
H11 都市基盤整備公団口関西支社 田原地区地役権図面作成他業務
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H10 住宅・都市整備公団口茨城地域支社 牛久北部地区第四工区外街区点杭打他測量
H10 福島市 福島北土地区画整理事業画地確定計算（保処1）業務委託
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 真美ケ丘地区ト43街区画地確定（杭打ち）他測量
H10 千葉市 赤井町731番地先用地測量業務委託
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 高山地区用地測量（その3追加調整区域）
H10 住宅・都市整備公団口関西支社 HAT神戸脇の浜ガスバーナー用地分筆登記等業務
H10 ㈲全国競輪施行者協議会 全国競輪場航空写真撮影及びパネル作成
H10 国土地理院関東地方測量部 国土調査基準点測量（群馬県黒保根地区）
H10 住宅・都市整備公団口埼玉地域支社 大宮北部拠点宮原現況その他測量業務
H9 国土地理院東北地方測量部 国土調査基準点測量作業（福島県磐梯、若尾鹿島地区）
H9 住宅・都市整備公団首都圏 新鎌ヶ谷地区県道船橋・我孫子線（地区外）現況その他測量
H9 住宅・都市整備公団口関西支社 真美ケ丘地区Ⅱ-25街区他平板測量
H9 (財)東京都新都市建設公社 三吉野地区地区界点再設置測量作業並びにその他作業
H9 大宮市 北部拠点宮原地区街区確定（計算）測量業務委託
H9 住宅・都市整備公団首都圏 千葉寺地区  4工区外街区確定（杭打）その他測量
H9 立川市 立川駅北口駅前土地区画整理事業  街区点設置測量委託
H9 東京都道路モノレール建口設事務所 多摩都市モノレール測量調査（その3－20）
H9 千葉市 磯辺茂呂町線（赤井地区）法面測量他業務委託
H9 多摩市関戸古茂川口土地区画整理組合 多摩市関戸古茂川土地区画整理事業土地区画整理法第82条土地の分割業務委託
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 北神戸第二・第三地区1・2級基準点測量
H8 (財)東京都新都市建設公社 町田市相原駅周辺地区現況測量（平板測量）作業
H8 住宅・都市整備公団口つくば開発局 中根・金田台地区（一工区）地区界測量
H8 住宅・都市整備公団首都圏 流山新市街地地区地区界（南エリア）測量
H8 千葉市 西千葉駅稲荷町線用地境界杭設置業務委託
H8 住宅・都市整備公団口港北開発局 港北第二地区画地確定データ電算変換業務
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 仰木地区国土調査法に係る事前調査図書作成等業務
H8 住宅・都市整備公団口関西支社 北摂（住宅）地区I工区（2－2街区）擁壁測量調査
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 神戸東部新都心地区用地境界確定測量
H7 福島市 福島北土地区画整理事業街区確定計算（変更）業務委託
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 南山地区2街区画地確定（埋標）測量
H7 住宅・都市整備公団口関東支社 つくばテクノパーク桜ほか1団地用地測量業務
H7 住宅・都市整備公団口関西支社 仰木地区公共用地帰属協議図書作成その他業務
H6 住宅・都市整備公団首都圏 坂戸入西地区基準点測量
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 北摂（住宅）地区2級基準点補設他測量
H6 茨城県 萱丸地区現況測量調査（4工区）
H6 藤代町 6町単公区南第5号換地設計（変更）街区確定測量（変更）外業務委託
H6 (財)東京都新都市建設公社 三吉野地区街区及び画地出来形確認測量並びにその他作業
H6 東京都第二再開発事務所 環状2号線地区先行取得用地測量
H6 住宅・都市整備公団口関西支社 高山地区用地測量
H6 住宅・都市整備公団首都圏 飯能南台地区緑地等公共施設引継図書作成その他測量（平成6年度）
H6 東京都第一再開発事務所 白髭西地区地下埋設物現況調査
H5 守谷町 守谷駅周辺整備事業2級基準点測量業務
H5 住宅・都市整備公団首都圏 吉川地区水準再測量
H5 住宅・都市整備公団首都圏 高柳西部地区2－16街区外中心点杭打その他測量
H5 地域振興整備公団口上野都市開発事務所 上野画地確定計算業務
H5 住宅・都市整備公団口関西支社 牧方長尾地区2工区画地確定測量（埋標）
H5 住宅・都市整備公団口関西支社 相楽地区公共下水道（木津町域）台帳作成業務
H4 新宿区区民健康村遺跡調査団 新宿区区民健康村遺跡測量委託
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 橋本隅田地区地区界測量
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 祝園地区1－2工区外画地確定（計算）測量
H4 住宅・都市整備公団口関西支社 丹波口駅地区画地確定測量（計算）
H3 葛飾区 青戸三丁目補助基準点設置委託
H3 住宅・都市整備公団口関西支社 伊香立地区骨格測量
H3 住宅・都市整備公団口関東支社 中原三丁目（仮称）現況その他測量
H3 住宅・都市整備公団口関西支社 国際文化公園都市地区現況測量
H3 住宅・都市整備公団口関西支社 枚方長尾地区1工区画地確定（埋標）測量
H3 梁川町 塩野川用地測量委託業務
H2 (財)福島県土地区画整理協会 梁川町並松地区現況測量委託業務
H2 (財)東京都新都市建設公社 日野市西平山地区地区界測量及びその他作業
H2 守谷町 守谷町工業団地土地区画整理事業街区確定その他測量業務委託
H2 住宅・都市整備公団首都圏 坂戸入西地区街区確定計算業務
H2 住宅・都市整備公団口関東支社 常総ニュータウン北守谷松前台境界点検測量
H2 住宅・都市整備公団口関西支社 仰木地区A－71街区外画地確定（杭打ち）他測量
H2 住宅・都市整備公団口関西支社 相楽地区G１・2工区他画地確定（計算）その他測量
H元 (財)東京都新都市建設公社 三吉野地区街区確定測量及びその他作業
H元 住宅・都市整備公団口関西支社 田中地区画地確定（計算）測量
S63 住宅・都市整備公団首都圏 吉川駅南地区地区界測量
S63 新宿区 道路区域線測量委託
S62 枚方市水道局 男山水道局施設用地測量作業委託
S62 杉並区 道路測量委託並びに設計委託
S61 東京都第一再開発事務所 自髭西地区1級多角点検査測量
S61 東京都第一区画整理事務所 西瑞江第二地区水準測量及び地区罪測量
S61 住宅・都市整備公団口関西支社 北神戸第三地区下げ池ケ谷池現況測量
S61 住宅・都市整備公団口関西支社 金剛東地区8－4工区画地確定（埋標）その1測量
S61 住宅・都市整備公団口関西支社 出合地区33街区外画地確定（杭打）測量
S61 住宅・都市整備公団口関東支社 厚木ニューシティ森の里（第3期）ほか1用地境界点その他測量工事
S61 新宿区 区画整理地区・区域線測量委託
S60 市原市 姉崎駅西口土地区画整理事業画地確定（計算）測量業務委託
S60 法務省営繕課 昭和60年度福島刑務所職員宿舎等敷地調査（敷地測量等）
S60 住宅・都市整備公団口関西支社 三日市地区用地確定測量
S60 住宅・都市整備公団口関西支社 藤原地区大勇水路引継ぎ図書作成
S59 日の出町 日の出町三吉野地区現況測量作業
S59 住宅・都市整備公団口関西支社 木津地区現況測量
S59 住宅・都市整備公団首都圏 北守谷地区国土調査法第19条5項申請図書その他測量業務
S59 住宅・都市整備公団口関西支社 真美ケ丘地区公共施設引継図書作成
S58 住宅・都市整備公団首都圏 自治医科大学周辺地区西谷田幹線現況測量
S58 (財)東京都新都市建設公社 玉見ケ崎地区画地確定検査測量その他作業
S58 住宅・都市整備公団口関西支社 三日市地区三日市青葉台線測量委託
S57 新宿区 新宿区道区域線測量委託
S57 葛飾区 調査測量委託
S56 日本住宅公団首都圏 千葉東南部及び千原台地区基準三角点補設その他測量
S56 住宅・都市整備公団口港北開発局 港北第二地区第一測量区地区界道路現況測量及びその他測量
S56 住宅・都市整備公団口関西支社 真美ケ丘地区第5工区画地確定測量（埋標）
S56 守谷町 守谷管理用道路境界復元測量
S55 国土地理院 国土調査基準点測量（小海地区）
S55 日本住宅公団口港北開発局 港北第二地区換地の画地割確定測量
S55 日本住宅公団首都圏 霧ケ丘地区道路台帳平面その他測量
S55 水資源開発公団 堤外部排水路測量
S55 川崎市 第1導水ずい道多摩市小野路地内調査測量委託
S54 日本住宅公団口関西支社 北摂（住宅）地区3級水準測量
S54 東京都住宅供給公社 日野神明上住宅現況、水準測量調査
S54 飯能市 （仮称）精明小学校分校用地測量
S54 日本住宅公団首都圏 鴨志田地区引継図書作成その他測量
S54 東京都水道局 八王子市めじろ台一、三丁目地先間配水本管路線測量調査
S53 日本住宅公団首都圏 鴨志田地区地区界周辺杭打その他測量
S52 川口市 道路用地確定測量委託
S52 東京都第一特定街路口建設事務所 副都心第13号線道路台帳測量
S51 エスエス製薬㈱ 浪江団地排水専用路敷設水準点測量
S50 東京都住宅供給公社 小豆沢・志村住宅確定測量調査
S50 霊山町 昭和49年度霊山町国土調査地籍測量事業
S49 日本住宅公団口；巷北開発局 港北地区基準三角測量
S49 日本住宅公団首都圏 港南台地区画地確定境界石埋設測量
S49 表郷村 国土調査（地籍調査）事業
S48 飯能市 笠縫地区現況補足並びに地区界測量委託
S47 日本住宅公団首都圏 千葉東南部千原台地区地盤変動調査測量
S46 鎌ヶ谷町 2．2．2号線路線測量
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