
ケイ・データエンジニア業務実績
（平成9年-平成18年）

業務名称 業務場所 業務内容 受注期日 受注先
青柳長沢線測量設計業務委託 南巨摩郡増穂町地内 測量・用地調査・道路詳細設計　Ｌ＝８００ｍ 平成9年9月 増穂町
高根富士見線調査業務委託 北巨摩郡高根町清里地内 用地測量　1.6万㎡・建物調査　3棟 平成9年9月 山梨県韮崎土木事務所
管内砂防施設点検業務 富士川砂防事務所管内 砂防施設点検　463施設 平成10年4月 建設省富士川砂防事務所
急傾斜地崩壊対策事業宮の沢測量委託 南巨摩郡鰍沢町地内 用地測量　1.5万㎡・立木調査　1式 平成10年5月 山梨県市川土木事務所
身延バイパス台帳図作成その他業務 南巨摩郡身延町地内 基準点測量・台帳図作成・敷地図作成 平成10年6月 建設省甲府工事事務所
一軒茶屋荊沢線建物調査業務委託 中巨摩郡甲西町西南湖地内 建物調査及び補償金算定 平成10年7月 山梨県甲府土木事務所
林道井川雨畑線用地測量 南巨摩郡早川町雨畑地内 道路台帳作成　1式 平成10年7月 山梨県鰍沢林務事務所
富士川西部地区幹線2号1工区測量設計用地調査業務中巨摩郡櫛形町平岡地内 測量・用地調査・道路設計・土質調査　0.70ｋｍ 平成10年8月 山梨県峡中土地改良事務所
砂防一般調査塩沢川測量業務委託 中巨摩郡甲西町秋山地内 基準点測量・地形測量　5.0万㎡ 平成10年12月 山梨県甲府土木事務所
東山東部地区千野工区測量設計用地調査業務 塩山市千野地内 測量・設計・用地調査　260ｍ 平成11年5月 山梨県峡東土地改良事務所
公共下水道事業小林2号汚水幹線実施設計業務委託 南巨摩郡増穂町地内 管渠実施設計　680ｍ 平成11年6月 増穂町
八ヶ岳南地区長坂４工区測量設計用地調査業務委託 北巨摩郡長坂町塚川地内 測量・用地調査・道路設計　880ｍ 平成11年８月 山梨県峡北土地改良事務所
野呂川河床変動測量 中巨摩郡芦安村地内 路線測量　12.4Ｋｍ・横断測量126断面 平成11年９月 建設省富士川砂防事務所
竜王拡幅外用地測量 中巨摩郡竜王町地内 用地測量・建物調査　1式 平成11年10月 建設省甲府工事事務所
渋川河川改修建物調査委託 東八代郡石和町小石和地内 建物調査　9棟・附帯工作物調査　11戸 平成11年11月 山梨県石和土木事務所
市川大門下部身延線測量委託 西八代郡市川大門町黒沢地内 路線測量1式 平成11年12月 山梨県市川土木事務所
保安林指定調書作成業務委託 鰍沢林務事務所管内 13件 平成12年1月 山梨県鰍沢林務事務所
富士川河川空間利用実態調査 富士川管内 河川空間実態調査・アンケート調査 平成12年4月 建設省甲府工事事務所
南アルプス公園線測量委託 南巨摩郡早川町黒桂地内 用地測量・建物調査　1式 平成12年5月 山梨県身延土木事務所
農道5号測量設計用地調査業務 南巨摩郡身延町帯金地内 測量・用地調査・道路設計・土質調査　370ｍ 平成12年6月 山梨県峡南土地改良事務所
高下鰍沢線測量委託 南巨摩郡増穂町高下地内 用地測量　61,000㎡ 平成12年7月 山梨県市川土木事務所
韮崎櫛形豊富線建物調査委託 中巨摩郡田富町山の神地内 建物調査・工作物調査・営業調査　１式 平成12年8月 新環状・西関東道路建設事務所
青木床固群工事用地調査等業務 韮崎市清哲町青木地内 路線測量・用地測量・用地調査　１式 平成12年9月 建設省富士川砂防事務所
国道３００号外測量委託 西八代郡下部町古関地内外 道路台帳附図作成　1式 平成12年11月 山梨県市川土木事務所
西山発電所奈良田集落排水対策調査委託 南巨摩郡早川町奈良田地内 物件等調査　１式 平成13年2月 山梨県企業局
さがみ縦貫自動車道用地測量 神奈川県愛川町地内 用地測量　１式 平成13年6月 建設省相武国道工事事務所
下水道管渠詳細設計業務 中巨摩郡櫛形町地内 下水道設計　６００ｍ 平成13年7月 櫛形町
開発行為許可申請書作成業務 北巨摩郡双葉町地内 測量・造成設計・申請　１式 平成13年10月 ㈱アイ・コーポレーション
地すべり対策事業西島調査委託 南巨摩郡中富町西島地内 墳墓調査　１式 平成13年11月 山梨県市川土木事務所
韮崎櫛形豊富線建物調査委託 中巨摩郡田富町地内 事業損失補償金算定　１７棟 平成13年11月 新環状・西関東道路建設事務所
日向宿線調査業務委託 南巨摩郡富沢町地内 用地測量・建物調査　1式 平成14年2月 山梨県身延土木事務所
町道小室山線測量設計業務委託 南巨摩郡増穂町小室地内 路線測量・用地測量・道路設計　５００ｍ 平成14年５月 増穂町
町道岩間駅前・前原線他配水管布設工事設計業務 西八代郡六郷町地内 配水管布設工事設計　１式 平成14年６月 六郷町
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航空機事故現場地形測量 南巨摩郡南部町地内 地形測量　１式 平成14年6月 南部警察署
急傾斜地崩壊対策事業鬼島測量委託 南巨摩郡鰍沢町地内 用地測量　1式 平成14年9月 山梨県市川建設部
白州管内河床変動及び砂防堰堤堆砂測量 富士川砂防白州出張所管内 河川測量　1式 平成14年9月 建設省富士川砂防事務所
五明川測量委託 中巨摩郡甲西町地内 基準点測量・地形測量　1式 平成14年10月 山梨県峡中建設部
中道中田1号線建物調査業務委託 南巨摩郡鰍沢町地内 建物調査・工作物調査・営業調査　１式 平成14年12月 鰍沢町
国道140号測量業務委託 南巨摩郡増穂町大椚地内 地形測量・用地測量・河川占用調書作成　１式 平成15年6月 山梨県市川建設部
岩下農道第2工区測量設計用地調査業務委託 西八代郡三珠町地内 測量・用地調査・道路設計・土質調査　130ｍ 平成15年8月 山梨県峡南農務部
施設管理図修正業務 増穂町内 施設管理図修正　1式 平成15年9月 増穂町
播磨沢外8箇所保安林指定調書作成業務 管内 保安林指定地調書作成　32筆 平成15年11月 山梨県峡南林環部
八代地区竹居1号排水路2号道路測量設計用地調査業務東八代郡八代町竹居地内 測量・用地調査・排水路設計・道路設計　970ｍ 平成16年6月 山梨県峡東農務部
若草双葉線調査業務委託 南アルプス市若草地内 建物調査・工作物調査・営業調査　１式 平成16年7月 山梨県峡中建設部
大柳川測量業務 南巨摩郡鰍沢町地内 用地測量・立木調査　1式 平成16年8月 山梨県市川建設部
公共下水道管渠実施設計業務委託 南アルプス市在家塚地内 管渠実施設計　2466ｍ 平成16年8月 南アルプス市
大月バイパス路線測量 大月市花咲地内 基準点測量・水準測量・路線測量・地形測量 平成16年9月 国土交通省甲府河川国道事務所
桃園一之瀬線調査業務委託 南アルプス市桃園地内 用地測量・用地調査　1式 平成16年10月 山梨県峡中建設部
早川上流部河床変動測量 南巨摩郡早川町地内 河川測量　22.1ｋｍ 平成16年11月 国土交通省富士川砂防事務所
甲府出張所管内敷地調査 甲府出張所管内 道路敷地調査　1式 平成17年3月 国土交通省甲府河川国道事務所
給配水管敷設替に伴う測量設計業務 南アルプス市在家塚地内 Ｌ＝４４７ｍ 平成17年6月 南アルプス市企業局
第4号農道測量設計用地調査業務委託 南巨摩郡増穂町地内 測量・設計・用地調査・土質調査　Ｌ＝１９６ｍ 平成17年8月 山梨県峡南農務部
特定環境保全下水道事業管渠実施設計業務 市川三郷町宮原・葛篭沢地内 管渠実施設計　Ｌ＝1,760ｍ 平成17年8月 市川三郷町
Ｈ１７野呂川河床変動測量 南巨摩郡早川町地内 河川測量　Ｌ＝10.7ｋｍ 平成17年10月 国土交通省富士川砂防事務所
都市計画街路事業金手小林線補償調査業務委託 南巨摩郡増穂町青柳地内 建物調査・営業調査　１式 平成17年10月 増穂町
平林青柳線測量業務委託 南巨摩郡増穂町舂米地内 基準点測量・地形測量　Ａ＝3.0万㎡ 平成18年2月 山梨県市川建設部
白州出張所管内砂防施設点検業務 白州出張所管内 ３１６施設 平成18年4月 国土交通省富士川砂防事務所
三珠地区交差点改良測量設計調査業務委託 西八代郡市川三郷町地内 Ｌ＝１６０ｍ 平成18年5月 山梨県峡南農務事務所
地すべり対策事業西島用地調査委託 南巨摩郡身延町西島地内 用地調査及び建物調査　１式 平成18年6月 山梨県峡南建設事務所
本社工場開発許可申請書作成業務 南アルプス市戸田地内 開発計画　１５，０００㎡ 平成18年９月 ジット株式会社
青木沢下流砂防堰堤工事用地調査業務 長野県富士見町地内 用地調査　４．２万㎡ 平成18年１０月 国土交通省富士川砂防事務所
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