
■昭和23年 4月 「田村建設事務所」を創業

■昭和30年 4月 山形県寒河江市に移転

■昭和32年 10月 山形市東原町に移転

■昭和35年 1月 社名を「田村測量事務所」に変更

■昭和38年 3月 「株式会社田村測量事務所」に商号変更

■昭和38年 8月 測量業登録

■昭和44年 5月 「株式会社田村測量設計事務所」に商号変更

■昭和44年 10月 建設コンサルタント業登録

■昭和59年 12月 補償コンサルタント業登録

■平成 8年 3月 山形市松波四丁目に移転

■平成10年 7月 一級建築士事務所登録

■平成14年 6月 ISO 9001：2000認証登録

■平成26年 5月 ISO 9001：2008再認証

会社案内 C o m p a ny  P r o f i l e

概要
■商号 株式会社田村測量設計事務所

■所在地
〒990-0023
山形県山形市松波四丁目12番3号

■TEL 023-642-6644
■FAX 023-642-6654
■代表 代表取締役田村道雄

■設立／創業
設立：昭和38年（1963年）3月29日
創業：昭和23年（1948年）4月1日

■資本金 10,000,000円

■品質管理
ISO 9001 MSA-QS-1621
取得：平成14年

■社員数 約40名

【測量業】 （14）第660号
【補償コンサルタント】 補25第227号

・土地調査部門 ・土地評価部門

・物件部門 ・機械工作部門

・営業補償・特殊補償部門 ・事業損失部門

・補償関連部門 ・総合補償部門

【建設コンサルタント】 建28第5859号
・河川、砂防及び海岸・海洋部門

・道路部門 ・下水道部門

・都市及び地方計画部門 ・土質及び基礎部門

【一級建築士事務所】 1307 第1417号

登録事業

沿革

技術者の資格及び人数

主な取引先

■主な受注先
（敬称略・順不同）

・国土交通省東北地方整備局

・国土地理院東北地方測量部

・国立大学法人山形大学

・東日本高速道路株式会社

・山形県

・山形県土地開発公社

・山形県住宅供給公社

・山形県建設技術センター

・山形市

・上山市

および他各市町村

・山形広域環境事務組合

・各民間団体、民間企業ほか
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平成29年4月1日現在

資格名 人数

ＡＰＥＣエンジニア 1
技術士（建設部門）【土質及び基礎】 1
技術士（建設部門）【港湾及び空港】 1
技術士（建設部門）【道路】 1
技術士（建設部門）【都市計画及び地方計画】 1
技術士（上下水道部門）【下水道】 1
技術士補 5
ＲＣＣＭ（河川、砂防及び海岸・海洋） 3
ＲＣＣＭ（道路） 4
ＲＣＣＭ（建設環境） 1
１級土木施工管理技士 5
２級土木施工管理技士 2
１級造園施工管理技士 1
下水道技術検定（第２種） 3
下水道技術検定（第３種） 1
下水道管理技術認定（管路施設） 1
道路橋点検士 2
防災エキスパート 1
測量士 15
測量士補 6
基準点測量専門技術 １級 2
基準点測量専門技術 ２級 5
応用測量専門技術 ２級 1
地図製図専門技術 ２級 1
防災調査専門技術者 1
地籍主任調査員 3
小型船舶操縦士 ２級 4

資格名 人数

１級建築士 1
２級建築士 5
補償業務管理士（土地調査） 14
補償業務管理士（土地評価） 8
補償業務管理士（物件） 11
補償業務管理士（機械工作物） 8
補償業務管理士（営業補償） 8
補償業務管理士（事業損失） 9
補償業務管理士（補償関連） 7
補償業務管理士（総合補償） 2
林業技士（林業経営） 7
林業技士（森林評価） 7
林業技士（森林環境） 3
森林評価士 7
公共用地取得経験者 2
山形県被災建築物応急危険度判定士 1
アスベスト診断士 2
ブロック塀診断士 3
ソフトウェア開発技術者 1
情報セキュリティアドミニストレーター 1
基本情報技術者 2
ＣＡＬＳ／ＥＣ インストラクター 2
ⅠＴパスポート 1
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【測量】
・基準点測量、水準測量、路線測量
・河川測量、地形測量
・地籍調査
・区画整理測量

【調査】
・橋梁点検、砂防施設点検
・土砂災害危険箇所調査
・河川構造物調査
・地盤沈下調査
・流量観測
・交通量調査
・土壌汚染調査、水質大気汚染調査
・環境アセスメント
・災害調査

【その他】
・マルチコプター（ＵＡＶ）
・地理情報システム（ＧＩＳ）
・建設ＣＡＬＳ
・情報システム開発・管理
・3Dレーザースキャナ

マルチコプターによる
空中撮影及び写真計測

総務、人事、経理、購買、教育・訓練、契約関連事務

営業調査、市場調査、契約内容の確認、顧客情報確認

測量、環境・防災・交通量調査、システム開発・運用、
航空測量、ＧＩＳ構築、情報処理全般

補償業務全般
【土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業・特殊補償
事業損失、補償関連、総合補償】

社会資本事業の調査・計画・設計、施工管理全般

成果品の検査の実施

品質マネジメントシステム管理
文書管理、システム管理、内部監査

当社は創業以来、皆様のご厚情とご支援をいただき、ひたすら誠実と堅実をモットーとし今日まで六十有余年の
間、営業をさせていただきました。今後とも皆様の良きパートナーとして精進を重ね業務に励む所存でございます
ので、お気軽にご用命いただきたいと存じます。
地震・津波による未曾有の被害となった3.11東日本大震災をはじめ、近年はゲリラ豪雨による洪水や土砂災害、

火山活動の活発化による火山災害など、災害常態化の傾向が顕著となってきており、なお一層災害に強い地域づく
りが必要とされています。また、高度成長期を中心に整備した道路や橋梁、トンネルなどの「インフラの高齢化」
は既に寿命に達しはじめ、点検や維持・補修対策は喫緊の課題とされています。
このような情勢の中、当社では地域の安心・安全を守るべく日々技術の研鑽を積み、予測される少子高齢化にお

いても変わりなく技術をご提供するべく人材育成にも尽力してまいります。社員一同心を一つにし、時流に即応し
た業務サービスを行い、皆様のご期待に添えるよう努力していく所存ですので、よろしくご鞭撻・ご愛顧の程お願
い申し上げます。

ごあいさつ

【道路設計】
・道路予備設計、道路詳細設計
・交差点予備設計、交差点詳細設計
・歩道詳細設計

【橋梁設計】
・橋梁予備設計、橋梁詳細設計
・橋梁補修設計

【構造物設計】
・門型ラーメン
・箱型函渠
・擁壁、補強土、法面工、落石防止柵

【河川設計】
・護岸設計
・樋門設計
・河道計画

【砂防設計】
・砂防施設設計
・急傾斜地対策設計
・地すべり対策設計

【下水道設計】
・下水道基本設計、下水道詳細設計
・管渠耐震設計

【公園設計・開発行為等】
・公園緑地設計
・造成設計
・区画整理計画、設計

■ 用地補償部

【土地調査】
・権利調査、土地境界確認、用地測量

【土地評価】
・各画地の評価格算定、 残地補償額算定

【物件】
・木造建物調査算定、一般工作物調査算定、 立竹木調査算定
・非木造建物調査算定、特殊建築物調査算定

【機械工作物】
・ガソリンスタンドや立体駐車場等に 関する機械設備調査算定

【営業・特殊補償】
・営業調査算定・漁業権、温泉利用権、 鉱業権等の特殊補償

【事業損失】
・井戸水調査
・騒音、振動調査
・地盤変動等の事業損失の調査

【補償関連】
・意向調査、生活再建調査
・事業認定申請図書作成、裁決申請図書作成

【総合補償】
・公共用地取得計画図書の作成
・公共用地取得に関する工程管理業務
・補償に関する相談務、 公共用地交渉業務

公共事業において取得する土地並びにその敷地内の建物や附帯施設など、権利者への補償の際に必要な測量・調査、補償金
額の算定を行います。

■ 設計部

主に道路や橋梁、護岸・樋門などの河川構造物や砂防施設といった土木構造物の調査・計画・設計、工事管理全般に携わっ
ています。

用地測量 地権者立会い 立竹木調査

橋梁設計

道路設計

交差点設計

公園設計

樋門設計

各種測量はもとより、各施設点検や調査についても新しい技術取得を行いながら実施しております。

■ 測量調査部

ＧＩＳ
基準点測量 水準測量

交通量調査橋梁点検

砂防施設点検流量観測災害調査

安全性!!
災害現場や人が
入れない場所で
も安全に調査・撮
影が可能です。

迅速性!!
簡単な操作性、
移動が容易で即
座にフライトが可
能です。

低コスト!!
有人ヘリや飛行
機と比較し低コス
トで高精度の撮
影が可能です。

Safety Rapidity Low Cost

管理部門

事業部門


