
発　注　者 工　種 業　　務　　名 金額(千円) 業　務　概　要

阿蘇地域振興局 用地測量
高野台地すべり激甚災害対策特別

緊急(用地測量)委託【H29年度】
14,472 用地測量5.97万㎡,立木調査1585㎡,他

国土交通省
九州地方整備局

測量方法
検証

熊本港(夢咲島地区)防波堤(南)測量
【H28年度】

993
無人航空機による防波堤(南)に設置したｹｰｿﾝにお
いて,高解像度の連続的な三次元ﾃﾞｰﾀを取得する

ための測量方法についての検証の業務

国土交通省
九州地方整備局

敷地測量
税務大学校熊本研修所(28復旧)

敷地調査業務【H28年度】
6,933

敷地測量(約22,000㎡)
建築用地盤調査(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ35m×3本)

天草広域本部 用地測量
大地防災･安全交付金(地すべり)

用地測量委託【H27年度】
453 用地測量1式(0.16万㎡)

熊本市 画地測設
植木中央土地区画整理事業画地測設

測量業務委託【H27年度】
862 画地(ｶｸﾁ)測設の測量1式

国土交通省
九州地方整備局

水準測量 熊本港水準測量【H27年度】 982
熊本港検潮所の球分体高さ(T.P.)確認

(3級水準測量観測 15.4km)

福岡管区気象台 〃
苓北町都呂々津波観測点の1級水準

測量業務【H26年度】
948

一級水準測量(苓北町の津波観測地点～
苓北町の二級水準点間)

上益城地域振興局 用地測量
栗山川単県砂防(自然災)(用地測量)

委託【H26年度】
3,037

用地測量3000㎡
(境界測量 地積測量図作成 他)

柳川市 深浅測量
両開･皿垣開漁港漁村再生交付金

事業測量業務委託【H26年度】
2,808 河川深浅測量 水深3m以下×46測線

上益城地域振興局 河川測量
栗山川単県砂防調査(測量･設計)委託

【H25年度】
512 河川測量1式･護岸詳細設計156m

有明広域行政
事務組合

用地測量
荒尾消防署建設事業測量業務委託

【H25年度】
280 用地測量2000m2･打合せ協議

宇城市 道路測量 川尻鉄道線測量業務(仮称)【H25年度】 945 道路測量1式(平面図6000㎡,縦横断図910m)

天草広域本部 用地測量
大地社会資本整備総合交付金

(地すべり)D1用地測量委託
【H24年度】

1,071
地すべり防止区域のD1ﾌﾞﾛｯｸ横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事

の用地測量4400㎡

福岡県
筑後農林事務所

〃
 県営農村総合整備事業

(農村基盤整備型)境界杭設置
業務委託【H24年度】

8,610
用地境界杭設置1式(土地の測量,

用地境界杭設置531本,協議書作成7.3km)

熊本県農林水産部 深浅測量
有明海東地区水産環境整備事業

第1号業務委託【H24年度】
8,137

深浅測量1式(音響測深39.3km),底質調査1式
(採泥 粒度 底質分析32項目ﾀﾞｲｵｷｼﾝ溶出含

有 強熱 COD 硫化物

菊池地域振興局 用地測量
原立門線地域自主戦略交付金

(用地測量)委託【H24年度】
924 用地測量1式(L=400m,0.17万㎡)

国土交通省
九州地方整備局

流量観測
平成22年度 筑後川下流域流量

観測業務【H22年度】
12,085

河川の深浅測量及び流量観測１式
低水流量観測､高水流量観測

■　測量



発　注　者 工　種 業　　務　　名 金額(千円) 業　務　概　要

柳川市 地籍
柳川市金納･高島地内国土(地籍)調査

業務委託【H28年度】
5,292 国土(地籍)調査面積 A=1.01k㎡

有明広域行政
事務組合

〃
荒尾消防署西側訓練所里道地積測量

業務委託【H26年度】
297 地積測量2500㎡

八代地域振興局 〃
国道219号A050広域連携交付金

(災害防除)用地測量委託【H23年度】
551

敷地測量(約22,000㎡)
建築用地盤調査(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ35m×3本)

柳川市 〃
平成20年度国土(地籍)調査事業
(過年度数値情報化)【H20年度】

1,690
国土(地籍)調査面積 A=2.14km2

過年度数値情報化1式

八代地域振興局 〃
小川泉線緊急地方道路整備

（災害防除）用地測量委託【H17年度】
1,281

用地測量3500㎡
(境界確認,平面図作成,地籍図等）

柳川市 〃
平成16年度国土(地籍)調査事業
(地籍図根三角測量)【H16年度】

892 地籍図根三角測量0.78km2

八代地域振興局 〃
水島地区県営土地改良総合整備事業

第1号業務委託【H12年度】
12,141 地籍調査140ha

水資源開発公団
寺内ﾀﾞﾑ管理所

〃 測量業務【H10年度】 199
境界点確認289㎡,境界点埋積9本,

面積計算97㎡,地籍測量図作成289㎡

■　地籍調査



発　注　者 工　種 業　　務　　名 金額(千円) 業　務　概　要

熊本市
橋梁点検
橋梁診断

熊本市橋梁点検業務委託
(西部土木ｾﾝﾀｰ管内地区)(その2)

【29年度】
23,109

定期点検および診断書作成
(橋長15m以上×16橋 橋長15m未満×24橋

BOXﾀｲﾌﾟ×6橋)

阿蘇地域振興局 〃
管内県道点検防災安全交付金

(橋梁補修)(その2)委託
【29年度】

6,642
橋梁定期点検×10橋
(橋梁点検,橋梁診断)

天草広域本部 橋梁補修
本渡牛深線単県橋梁補修(黒崎橋)

測量設計業務委託 他合併
【29年度】

3,024
敷地測量(約22,000㎡)

建築用地盤調査(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ35m×3本)

熊本県
県南広域本部

橋梁点検
橋梁診断

管内県道点検防災安全交付金
(橋梁補修その3)委託

【28年度】
9,180

橋梁点検･橋梁診断×4橋
(氷川大橋 氷川橋 新大鞘橋 昭和新開橋)

山鹿市 橋梁点検
山鹿市橋梁点検業務委託その1

【28年度】
15,120

橋梁点検(近接目視)×78橋,
橋梁診断×1式

福岡県久留米
県土整備事務所

〃
橋梁点検業務委託(2工区)

【28年度】
9,879

橋梁定期点検業務
(定期点検のみ×13橋,定期点検及び第三者

被害予防措置を同時×4橋)

玉名地域振興局
橋梁補修
点検診断

長洲玉名線(行末橋)他防災安全
交付金(橋梁補修)設計委託

【28年度】
7,514

橋梁補修設計×3橋(損傷確認･補修設計)
(PCﾎﾟｽﾃﾝT型橋､鋼管杭)(PC･T型橋､RC杭)

(PCﾎﾟｽﾃﾝT型橋､PHC杭)

熊本市 橋梁点検
熊本市橋梁点検業務委託

(北部地区)
【27年度】

9,208
橋梁定期点検×31橋

(橋長15m未満×22, 同15m以上×8橋)
NEXCOとの協議資料

〃 〃
熊本市橋梁点検業務委託

(東部地区)(その2)
【27年度】

9,032
橋梁定期点検×42橋

(橋長15m未満×31, 同15m以上×10橋
ﾎﾞｯｸｽ×1橋)

上益城地域振興局
橋梁補修
点検診断

益城矢部線外１３路線防災安全交付金
（橋梁補修）橋梁点検委託

【27年度】
10,618

橋梁診断及び診断書作成
橋梁定期点検28橋

ＰＣＢ調査３橋

玉名市
長寿命化
修繕計画

策定

橋梁長寿命化
全体修繕計画策定業務委託

【25年度】
6,615

基本方針策定･修繕計画の立案
214橋 橋修繕計画の策定･効果検討

熊本県
県南広域本部

橋梁補修
設計

小川八代線(上宮橋他)
単県橋梁補修(地道債)設計委託

【25年度】
5,606

橋梁補修設計２橋
現況調査･各種試験
補修設計･施工計画

天草市 〃
黒崎橋外4橋橋梁補修設計業務委託

【25年度】
5,733

損傷箇所の確認調査
上部工及び下部工コンクリート

補修工設計

天草地域振興局
橋梁補修

設計

国道266号(出口橋他)
単県橋梁補修(通常)設計委託

【23年度】
6,142

既設橋梁の現状調査と補修設計１式
橋梁詳細調査３橋 補修要否判定１式

橋梁補修設計３橋

天草市 〃
亀川橋外5橋橋梁補修設計業務委託

【22年度】
5,491

コンクリート橋補修工設計５橋
伸縮装置補修設計３橋

支承防錆設計１橋 支承取替設計１橋

天草市 橋梁点検
天草市橋梁点検調査業務委託その3

【21年度】
4,494

既設橋梁の点検調査１式
橋梁概略定期点検69橋

熊本土木事務所 〃
橋梁長寿命化修繕計画策定

(橋梁定期点検その1)業務委託
【21年度】

2,765
既設橋梁の点検調査１式

橋梁定期点検22橋

ジェイアール西日本
コ ン サ ル タ ン ツ ㈱

橋梁補強
ランガー橋の動的解析

【27年度】
1,620

ﾗﾝｶﾞｰ橋跨線橋の補強設計
現況ﾓﾃﾞﾙ作成 補強ﾓﾃﾞﾙ作成

動的解析,総括表作成

〃
橋梁補強
耐震解析

ラーメン道路橋の地震時動的解析業務
【25年度】

1,680
ラーメン道路橋の地震時動的解析

６径間連続ラーメン橋･
２径間連続ラーメン橋の２橋

■　橋梁点検・橋梁補修設計



発　注　者 工　種 業　　務　　名 金額(千円) 業　務　概　要

熊本県
県南広域本部

地すべり
施設点検

八代管内地すべり防止施設点検
(その2)業務委託 【H29年度】

10,152 地すべり施設点検×4地区 196施設

あさぎり町
道路土工

構造物点検

あさぎり町道路土工･構造物総点検
２次点検委託(H28防安金)

【H29年度】
9,720

道路土工･構造物点検
(切土および擁壁の近接目視点検

×12ヶ所 1.37km)

熊本県
農林水産部

治山施設
点検

治山事業(交付金)治山施設点検
調査委託第2号業務委託

【H29年度】
8,737

敷地測量(約22,000㎡)
建築用地盤調査(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ35m×3本)

上益城地域振興局
ため池

緊急点検

上益城管内地区農業用ため池
緊急点検事業第1号業務委託

【H28年度】
16,951

震度4以上の地域にある ため池緊急点検×
131ヶ所,うち被災が確認された ため池の

設計図作成×7箇所

熊本県
農林水産部

治山施設
点検

単県調査測量委託(治山施設点検
等調査)第8号業務委託

【H28年度】
6,912

①治山施設の長寿命化計画(点検と診断､
補修等概算工事費の算出)②山地災害危険

箇所ﾏｯﾌﾟ改修 (危険箇所の状況調査､
保全対象地の調査,被害想定区域設定)

宇城市
道路防災

点検
宇城市道路防災点検業務委託

【H28年度】
4,277

①一次点検(路上目視10km) ②二次点検
(近接目視,打音等)切土法面×1､盛土法面×

1､擁壁工×1 ③ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成(二次点検)

上益城地域振興局
道路土工

構造物点検

国道443号外9路線防災安全交付金
(災害防除)総点検委託

【H28年度】
10,045

道路土工･構造物点検29.8km・
個別点検(切土法面 盛土 擁壁工 落石防護
工 落石予防工 そのた斜面安定工)計7箇所

大津町
道路付属物

点検
大津町道路付属物点検業務委託

【H27年度】
1,336

近接目視点検
（ 道路標識×12基､照明施設×24基 ）

熊本市 〃
道路付属物(道路案内標識)
点検業務委託 【H27年度】

15,725
道路案内標識等点検

国道×128箇所､県道×923箇所

熊本県
県北広域本部

〃
菊池管内更新防災等

(道路附属物等点検)委託
【H27年度】

24,700

国県道の道路付属物点検
(標識/F型×338箇所､照明/逆L型×363

箇所､照明/Y型×20箇所)
目視および超音波ﾊﾟｽﾙ反射法

福岡県京築
県土整備事務所

河川堤防
点検

堤防点検業務委託
【H25年度】

2,940
国交省の対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)に沿った堤防点検
(城井川 左岸8.66km,同右岸 5.58km)(現地調
査 区間設定 安全性検討箇所の選定など)

熊本県
農林水産部

山地危険
地区点検

山地災害減災対策事業
(危険地区点検)調査第2号業務委託

【H25年度】
9,240

玉名管内153箇所､鹿本管内78箇所､菊池管
内71箇所､阿蘇管内275箇所(山腹崩壊または

崩壊土砂流出の危険地区点検票作成)

芦北地域振興局
海岸保全
施設点検

井手鼻海岸他単県津波･高潮対策
調査費(一次点検)委託 他合併

【H24年度】
7,193

海岸保全施設の老朽化による機能低下の
状況把握､施設点検､健全度評価1式(履歴
調査､目視調査､要対策箇所の概略検討)

■　施設点検


