
■震災復興関連業務実績　平成28年～平成23年（抜粋）  日本測地設計株式会社

契約年 発  注  機  関 件        名

R2 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務(R2)

R1 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成31年度換地設計その他業務

R1 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市今泉地区令和元年度面積確定測量（計算）業務

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郡筆登記申請書類作成業務委託

R1 大槌町 大槌町用地取得に係る不動産鑑定業務委託（町方地区）

R1 大槌町 大槌都市計画一団地の住宅施設（安渡・赤浜地区）都市計画決定・事業認可申請資料作成業務委託

R1 大槌町 防災集団移転促進事業計画変更業務委託

R1 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務

R1 南相馬市 農業用施設災害復旧計画変更承認申請図書作成(小谷津地区外)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 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30年度換地設計その他業務

H30 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成30年度換地設計その他業務

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 大槌町 都市再生区画整理事業換地計画準備業務（安渡・赤浜地区）

H30 大槌町 防災集団移転促進事業等修正検討業務委託

H30 大槌町 安渡地区津波防災拠点市街地形成施設事業実施計画書等変更業務委託

H30 大槌町 大槌町斎場用地取得に係る補償物件算定及び不動産鑑定業務委託

H30 大槌町 安渡地区漁業集落防災機能強化事業（道路整備）に係る土地評価業務委託

H30 大槌町 町方地区法定外公共物譲与申請関連資料作成業務委託

H30 大槌町 町方地区換地処分に伴う引継ぎ関連資料作成業務委託

H30 大槌町水道事業所 安渡配水池及びポンプ場用地取得に係る不動産鑑定業務委託

H30 気仙沼市 松崎片浜地区土地区画整理事業権利者名簿補正及び事業計画図書作成業務

H30 気仙沼市 松崎片浜地区土地区画整理事業換地計画及び発注者支援等業務

H30 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務（H30）

H30 陸前高田市 陸前高田市高田地区土地利用意向調査業務

H30 陸前高田市 陸前高田市高田地区土地利用促進バンク登録物件台帳作成業務

H30 釜石市 天神町3号線道路改良補償金再算定業務委託

H30 南相馬市 農業用施設災害復旧計画変更承認申請図書作成（太良谷地地区外）業務委託

H30 国土交通省国土技術政策総合研究所 福島県における東日本大震災からの復興に係る津波防災緑地等整備に関する情報収集・整理業務

H29 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 大槌町町方地区平成29年度換地設計その他業務

H29 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成29年度換地設計その他業務

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 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 大槌町水道事務所 赤浜配水池用地取得に係る補償物件調査算定及び不動産鑑定業務委託

H29 大槌町水道事務所 安渡配水池用地取得に係る不動産鑑定業務委託

H29 大槌町 平成29年度大槌町道路事業に係る土地評価業務委託

H29 大槌町 安渡地区津波防災拠点市街地形成施設事業実施計画書変更業務委託

H29 大槌町 防災集団移転促進事業等修正検討業務委託

H29 大槌町 都市再生区画整理事業換地計画準備業務（安渡・赤浜・吉里吉里地区）

H29 大槌町 安渡･赤浜地区都市計画決定･事業認可申請資料作成業務委託

H29 大槌町 大槌町斎場用地取得に係る補償再算定業務委託

H29 大槌町 従前地分筆登記申請書類作成業務委託

H29 大槌町 防災集団移転促進事業登記資料作成業務委託
H29 大槌町 法定外公共物譲与申請書類等作成

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 陸前高田市 陸前高田市高田地区土地利用意向調査業務

H29 陸前高田市 陸前高田復興まちづくり情報館等建物等調査算定業務

H29 釜石市 天神町3号線道路改良測量調査設計業務委託

H29 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務（H29）

H29 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託

H29 南相馬市 農地災害復旧計画変更承認申請図書作成（大井塚原地区外）業務委託

H29 南相馬市 物件補償算定（萱浜雫線）

H28 大槌町 平成28年度都市再生区画整理事業換地計画準備等業務委託

H28 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務(H28)

H28 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託

H28 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28年度換地設計その他業務

H28 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成28年度換地設計その他業務

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 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津波復興拠点整備に係る出来形確認測量他業務

H27 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務(平成27年度)

H27 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 平成27年度　大船渡駅周辺地区物件移転検討・実施等業務

H27 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 大船渡駅周辺平成27年度整地工事

H27 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成27年度換地設計その他業務

H27 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27年度換地設計その他業務

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 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 南相馬市 防災集団移転促進事業建物等調査算定業務委託(萱浜雫線外)業務委託

H26 大槌町 漁業集落防災機能強化事業用地測量等業務委託

H26 大槌町 平成26年度都市再生区画整理事業換地設計等業務委託

H26 大槌町 町方地区ほか用地取得等支援業務委託

H26 気仙沼市 魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業事業計画等推進業務

H26 相馬市 相馬市災害危険区域原釜・尾浜地区用地測量業務委託

H26 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 平成26年度大槌町町方地区に係る事業推進検討業務

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年度換地設計その他業務

H26 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部 陸前高田市高田地区平成26年度換地設計その他業務

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
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H26 松島町 漁業集落防災機能強化測量調査業務委託

H25 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(H25査定分)業務委託2

H25 大槌町 町方地区ほか用地取得等支援業務委託

H25 大槌町 防災集団移転促進事業等用地測量及び建物調査業務委託

H25 大槌町 都市再生区画整理事業換地設計等業務委託

H25 国土交通省 国土地理院 三角点低下改埋作業

H25 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定等業務委託

H25 独立行政法人都市再生機構　 平成25年度大船渡駅周辺地区整地工事

H25 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援局 大槌町町方地区平成25年度換地設計その他業務

H25 独立行政法人都市再生機構　岩手震災復興支援局 陸前高田市高田地区平成25年度換地設計その他業務

H25 独立行政法人都市再生機構　宮城・福島震災復興支援局 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 南相馬市 防災集団移転関連道路整備事業道路測量設計(萱浜雫線外)業務委託

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・地震災・その1)業務委託8

H24 大槌町 安渡地区津波復興拠点整備計画等検討業務委託

H24 国土交通省 東北地方太平洋沖大震災被災状況図面作成等業務

H24 国土交通省国土地理院 精密測地網高精度三次元測量(山形・福島地区)

H24 相馬市 相馬市防災集団移転促進事業計画策定等検討業務委託

H24 相馬市 相馬市防災集団移転促進区域用地取得計画策定業務委託

H24 独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援局 大槌町町方地区津波復興拠点整備事業検討業務

H24 独立行政法人都市再生機構宮城・福島震災復興支援局 気仙沼市鹿折地区及び南気仙沼地区補償概況基本調査業務

H24 松島町 建24委第208号漁業集落防災機能強化・漁港施設機能強化調査設計業務委託

H24 南相馬市 災害公営住宅整備用地測量業務委託(原町区)

H24 南相馬市 防災集団移転促進事業住宅団地測量設計(その5金沢地区外)業務委託

H23 国土交通省 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興ﾊﾟﾀｰﾝ詳細検討業務(その49)

H23 国土交通省 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興ﾊﾟﾀｰﾝ詳細検討業務(その50)

H23 国土交通省 東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興ﾊﾟﾀｰﾝ概略検討業務(その28)

H23 国土交通省国土地理院 東北地区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(茨城中部地区)

H23 国土交通省国土地理院 地震後の地殻変動検出のための水準測量(新庄地区)

H23 国土交通省国土地理院 復旧・復興補助基準点測量(宮城県岩沼・亘理地区)

H23 財団法人ふくしま市町村建設支援機構 (仮称)津波災害査定設計(公共土木施設その1)業務委託
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