
委託先 場所 業務内容

2010年 民間 寝屋川市川勝町 測量業務 10,000㎡

2010年 大阪府まちづくり部 吹田市高野台1丁目 測量業務 90,000㎡

2010年 民間 和歌山県田辺市 測量業務 1,000㎡

2010年 民間 東大阪市中鴻池町2丁目 測量業務 2,000㎡

2010年 民間 寝屋川市三井が丘5丁目 測量業務 10,000㎡

2010年 民間 大東市野崎4丁目 測量業務 1,000㎡

2010年 民間 大東市灰塚5丁目 測量業務 1,000㎡

2009年 大阪府茨木土木事務所 茨木市鮎川1丁目外 測量業務 10,000㎡

2009年 民間 枚方市村野高見台 測量業務 500㎡

2009年 民間 枚方市大字尊延寺 測量業務 2,000㎡

2009年 民間 東大阪市小阪2丁目 測量業務 1,500㎡

2009年 民間 門真市向島町 測量業務 1,000㎡

2009年 寝屋川市住環境整備課 寝屋川市萱島地区内 測量業務 1,000㎡

2009年 民間 枚方市香里ヶ丘7丁目 測量業務 500㎡

2009年 民間 京田辺市天王奥別所 測量業務 2,000㎡

2009年 民間 大阪市東淀川区井高野2丁目 測量業務 1,000㎡

2009年 民間 大阪市都島区都島中通2丁目 測量業務 2,000㎡

2009年 民間 大東市大野1丁目 測量業務 1,000㎡

2009年 民間 高槻市天王町 測量業務 2,000㎡

2008年 寝屋川市住環境整備課 寝屋川市香里南之町 測量業務

2008年 大阪府枚方土木事務所 四條畷市南野一丁目 測量業務

2008年 大阪府枚方土木事務所 四條畷市南野一丁目 測量業務

2008年 守口市 守口市佐太中町 測量業務

2008年 大阪府枚方土木事務所 四條畷市南野一丁目 測量業務

2007年 民間 枚方市中宮北町 測量業務 16,000㎡

2007年 民間 四条畷市岡山5丁目 測量業務 2,500㎡

2007年 民間 寝屋川市上神田2丁目 測量業務 3,000㎡

2007年 民間 守口市大日東町 測量業務 15,000㎡

2007年 民間 寝屋川市成田町 測量業務 3,000㎡

2007年 民間 四条畷市大字清滝 測量業務 3,000㎡

2007年 民間 大東市新田中町 測量業務 4,000㎡

2007年 民間 東大阪市元町2丁目 測量業務 2,500㎡

2007年 民間 枚方市山田池東町 測量業務 2,000㎡

2007年 民間 宇治市木幡西中 測量業務 3,000㎡

2007年 民間 八尾市安中町9丁目 測量業務 2,500㎡

2007年 民間 寝屋川市新家1丁目 測量業務 3,000㎡

2007年 民間 東大阪市荒本 測量業務 2,000㎡

2006年 民間 枚方市星丘4丁目 測量業務 2,500㎡

2006年 民間 高槻市岡本町 測量業務 1,000㎡

2006年 民間 枚方市香里ヶ丘2丁目 測量業務 4,800㎡

2006年 民間 寝屋川市萱島東3丁目 測量業務 500㎡

2006年 守口市大日東町 測量業務 15000㎡

2006年 守口市大日東町 測量業務 15000㎡

2006年 民間 宇治市宇治山田 測量業務 10,000㎡

2006年 民間 柏原市田辺1丁目 測量業務 2,000㎡

2006年 民間 大東市緑ヶ丘1丁目 測量業務 2,000㎡

2006年 民間 大阪市阿倍野区橋本町 測量業務 2,500㎡

2006年 民間 寝屋川市菅相塚町 測量業務 2,000㎡

株式会社濱田設計測量事務所　「測量」主な業務実績

年度 規模



委託先 場所 業務内容

2006年 宇治市木幡西中 測量業務

2006年 民間 枚方市尊延寺3丁目 測量業務 2,000㎡

2006年 民間 寝屋川市末広町 測量業務 1,800㎡

2006年 民間 枚方市村野高見台 測量業務 2,000㎡

2006年 民間 四条畷市南野1丁目 測量業務 2,500㎡

2006年 東大阪市荒本 測量業務 2000㎡

2006年 民間 寝屋川市大字打上 測量業務 5,000㎡

2006年 民間 枚方市甲斐田新町 測量業務 3,000㎡

2005年 民間 京都府北部 地域災害に伴う調査測量工事 2,000㎡

2005年 民間 枚方市香里ヶ丘8丁目 測量業務 5,000㎡

2004年 北河内4市リサイクル 寝屋川市大字打上 測量業務

2004年 大阪府枚方土木事務所 四條畷市南野一丁目 測量業務

2004年 寝屋川市 寝屋川市清水町 測量業務

2003年 四條畷市土地開発公社 四條畷市米崎町地内 測量業務

2003年 寝屋川市 寝屋川市国松町地内 測量業務

2003年 寝屋川市 寝屋川市国松町地内 測量業務

1999年 四條畷市土地開発公社 四條畷市米崎町地内 測量業務

1998年 寝屋川市 寝屋川市香里新町 測量業務

1994年 交野市土地開発公社 交野市 測量業務

※その他、実績多数。
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