平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

鈴鹿川地形測量業務

業務分野

国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

平成３０年度

環境省近畿地方環境事務所

令和元年度瀬戸内海国立公園南淡路野営場道路他改修調査設
道路
計業務

防衛省近畿中部防衛局

伊丹（３１）隊庁舎新設等土木設計

道路

防衛省近畿中部防衛局

守山（１）宿舎改修土木設計

道路

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社

丹生事務所 工事用道路２号線交差点詳細設計等業務

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社
理所

一庫ダム管

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社
総合管理所

木津川ダム

一般測量

道路

一庫ダム流量観測業務

一般測量

青蓮寺ダム湖面等進入路設計業務

道路

大阪府北部農と緑の総合事務所

出灰地区治山ダム計画作成・設定（３１・森林防災）業務

森林土木

大阪府北部農と緑の総合事務所

箕面自然研究路2号線再整備設計（３１）業務

森林土木

大阪府北部農と緑の総合事務所

山内地区山腹工設計（３１・復旧）業務

森林土木

大阪府泉州農と緑の総合事務所

鶴田池耐震対策工法検討（３１）業務

農業土木

大阪府南河内農と緑の総合事務所

日野地区治山ダム設計（３１・森林災害）業務

森林土木

愛知県尾張建設事務所

緊急防災対策河川工事の内積算資料作成業務委託

河川、砂防及び海岸・海洋

愛知県新城設楽建設事務所

総合流域防災事業（防災・安全）（重点）の内測量及び対策
河川、砂防及び海岸・海洋
工法検討業務委託（その３）

愛知県環境局

東海自然歩道橋梁点検業務委託

鋼構造及びコンクリート

兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所

（一）川西インター線他 事後交通量調査業務

道路

兵庫県阪神北県民局宝塚土木事務所

（主）川西篠山線他 法面対策設計業務

道路

平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

業務分野

兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所

（国）４８２号 他 橋梁点検（その１）

三重県松阪建設事務所

平成３１年度 宮川堰堤維持 第１３００１－０４分２０１
一般測量
２号 宮川ダム 宮川堰堤維持堆砂測量業務委託

三重県松阪建設事務所

平成３１年度 基礎調査（総流防） 第Ａ－４分２００３号
櫛田川圏域 基礎調査（設定区域内の状況調査）業務委託
河川、砂防及び海岸・海洋
（その６）

三重県志摩建設事務所

平成３０年度 地方道路整備 第６－２分２００２号 主要
一般測量
地方道浜島阿児線（塩屋） 道路改良（地形測量）業務委託

三重県尾鷲建設事務所

平成３１年度 急傾斜公共 第Ａ０６－６０分２００1号
山居３地区 急傾斜地崩壊防止（路線測量）業務委託

三重県尾鷲建設事務所

平成３１年度 社会資本・国 第Ａ０１０－７３分２００２
号 一般国道４２２号（志子工区） 道路改良（建物調査
物件
等）業務委託

三重県四日市農林事務所

平成３１年度 長寿命化 第１４４０－ 分２００３号 治
森林土木
山施設機能強化事業 第１－２号治山施設点検業務委託

三重県松阪農林事務所

平成３１年度 復旧 第３０１０－ 分２００３号 復旧治
山事業（一般） 第１１号工事 測量設計業務委託（アソ
森林土木
谷）

三重県松阪農林事務所

平成３１年度 復旧 第３０１０－ 分２００６号 復旧治
森林土木
山事業（一般） 第７号工事 測量設計業務委託（福本）

三重県松阪農林事務所

平成３１年度 長寿命化 第３４４０－ 分２００１号 治
山施設機能強化事業 第２号工事 測量設計業務委託（大
森林土木
崩）

三重県松阪農林事務所

平成３１年度 自然災 第３３００－ 分２００６号 自然
災害防止事業（県単） 第松－９号工事 測量設計業務委託 森林土木
（庄司唐谷）

三重県松阪農林事務所

平成３１年度 自然災 第３３００－ 分２０２９号 自然
災害防止事業（県単） 第松－２７号工事 施設点検調査委 森林土木
託（小森谷ほか）

三重県伊勢農林事務所

平成３０年度 県生産基盤本土 第５４０３０－分２００３
号 錦 漁港 県営水産生産基盤整備事業 築地橋補強設計 鋼構造及びコンクリート
業務委託

奈良県郡山土木事務所

管内一円 横断歩道橋点検業務委託（防災・安全交付金事業
鋼構造及びコンクリート
(地方道大型構造物点検））

奈良県高田土木事務所

天理王寺線 道路予備修正設計委託 （社会資本整備総合交
道路
付金事業（道路改良））

奈良県吉野土木事務所

一般国道１６９号 ロックシェッド定期点検委託（防災・安
鋼構造及びコンクリート
全交付金事業（国道大型構造物補修））

奈良県北部農林振興事務所

予防治山事業

測量設計業務委託 桃香野１地区

鋼構造及びコンクリート

一般測量

森林土木

平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

業務分野

奈良県北部農林振興事務所

予防治山事業

測量設計業務委託 桃香野２地区

奈良県北部農林振興事務所

令和元年度 県営ため池整備事業 高山地区
工事施工計画検討業務委託

奈良県中部農林振興事務所

令和元年度 林地荒廃防止事業測量設計業務委託

森林土木

奈良県中部農林振興事務所

奈良らしい農業基盤モデル事業 百済川向地区
定業務委託

農業土木

奈良県南部農林振興事務所

令和元年度 水資源森林再生対策事業測量設計業務委託

森林土木

奈良県南部農林振興事務所

平成３０年度補正 復旧治山事業測量設計業務委託

森林土木

奈良県南部農林振興事務所

令和元年度 水源森林再生対策事業測量設計業務委託

森林土木

大阪市建設局

平成３１年度 道路交通量調査業務委託

道路

大阪市建設局

令和元年度 経年防火水槽調査・設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

大阪市建設局

令和元年度 橋梁定期点検調査業務委託－１

鋼構造及びコンクリート

大阪市建設局

令和元年度市内河川補修設計業務委託

河川、砂防及び海岸・海洋

大阪府堺市役所

三国ヶ丘歩道橋撤去詳細設計業務

鋼構造及びコンクリート

大阪府東大阪市役所

豊川浦1号橋修繕等詳細設計委託

鋼構造及びコンクリート

大阪府吹田市役所

吹田市公共下水道事業 高川排水区汚水管路改築工事実施設
下水道
計業務

大阪府吹田市役所

吹田ＳＡ緊急車両出入口改良設計業務

道路

大阪府門真市役所

橋りょう長寿命化修繕工事実施設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

大阪府門真市役所

門真市優先主要生活道路設計業務委託（その１）

道路

堤体底樋改修

事業計画策

森林土木

農業土木

平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

業務分野

大阪府大東市役所

住道南小学校校庭貯留浸透施設実施設計業務委託

河川、砂防及び海岸・海洋

大阪府大東市役所

新田地内水路整備に伴う橋梁取付部護岸設計業務委託

河川、砂防及び海岸・海洋

大阪府大東市役所

鎌池公園親水護岸等詳細設計業務委託

河川、砂防及び海岸・海洋

大阪府大東市役所

四条畷駅西側駅前広場基本設計業務委託

都市計画及び地方計画

大阪府枚方市役所

京阪本線（寝屋川市・枚方市）連続立体交差事業 補償業務
物件
委託（Ｒ０１－６）

大阪府河内長野市役所

普通河川河合寺川外４件測量設計業務

河川、砂防及び海岸・海洋

大阪府河内長野市役所

林道橋点検診断業務

鋼構造及びコンクリート

大阪府河内長野市役所

おおかわ橋外１橋補修補強設計業務

鋼構造及びコンクリート

名古屋市住宅都市局

セントラルブリッジ点検業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市住宅都市局

都計広井町線他１路線道路及び交差点予備設計業務委託

道路

名古屋市住宅都市局

メキシコ大通こ道部歩行者デッキ予備設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市緑政土木局

都計３・１・１２４広小路線街路予備設計業務委託（３０－
道路
２）

名古屋市緑政土木局

都計３・３・８１高針大高線街路予備設計業務委託（３０－
道路
１）

名古屋市緑政土木局

八熊橋補修設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市緑政土木局

重中橋始め５橋補修設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市緑政土木局

新堀橋補修設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市緑政土木局

都計３・４・１０８守山本通線街路予備設計業務委託（３０
道路
－１）

平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

業務分野

名古屋市緑政土木局

天白小橋補修設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

名古屋市緑政土木局

歩道整備工事に伴う調査設計委託（中川－1）

道路

愛知県豊田市役所

坂上線ほか 林道橋りょう定期点検業務委託

鋼構造及びコンクリート

愛知県豊田市役所

市道花園役場線 道路詳細修正設計委託

道路

三重県桑名市役所

建物等再算定業務委託

物件

三重県桑名市役所

電線共同溝予備設計業務委託

道路

三重県松阪市役所

松阪市小規模附属物点検業務委託

道路

三重県松阪市役所

高橋耐震設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

三重県松阪市役所

準用河川九手川補償調査業務委託

物件

三重県松阪市役所

松阪市公共下水道事業 松阪第２処理分区８２１号外汚水管
下水道
渠測量調査設計業務委託

三重県松阪市役所

根木御麻生薗線法面工詳細設計業務委託

三重県伊勢市役所

令和元年度 防施委第１号 マンホールトイレ詳細設計業務
上下水道及び工業用水道
委託

三重県鳥羽市役所

令和元年度 道・交・委 第３号 市道森崎村山線設計業務 道路

三重県員弁郡東員町役場

長深地内下水道管渠測量設計業務委託

下水道

奈良県生駒市役所

第２阪奈１号橋予備保全設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

上信越自動車道 北野牧地区用地測量

用地測量

北陸自動車道

鋼構造及びコンクリート

東日本高速道路株式会社関東支社

中日本高速道路株式会社名古屋支社

佐久管理事務所

小一条高架橋工事発注用図面作成業務

道路

平成３１年度（令和元年度）実績

発注者

業務名

業務分野

西日本高速道路株式会社中国支社

岡山高速道路事務所

平成３０年度 岡山高速道路事務所管内構造物補修等発注図
鋼構造及びコンクリート
面作成業務

西日本高速道路株式会社中国支社

周南高速道路事務所

平成３０年度 山陽自動車道 岩国ＩＣ～山口南ＩＣ間橋梁
道路
はく落対策工事発注用図面作成業務

西日本高速道路株式会社中国支社

津山高速道路事務所

平成３０年度 中国自動車道宮脇橋他4橋補修工事発注用図
面作成

鋼構造及びコンクリート

