令和２年度実績

発注者

国土交通省中部地方整備局

業務名

紀勢国道事務所

林野庁近畿中国森林管理局

平成３１年度

紀勢国道管内測量業務

業務分野

一般測量

地峯林道外測量調査設計業務

森林土木

岩屋ダム原石山跡地周辺法面保護工設計業務

土質及び基礎

東京都総務局大島支庁

神戸山治山事業測量設計委託

森林土木

東京都総務局大島支庁

滝川治山事業測量設計委託

森林土木

東京都総務局大島支庁

野増林道測量設計委託

森林土木

東京都総務局大島支庁

八重沢治山事業測量設計委託

森林土木

東京都総務局大島支庁

宮塚山林道詳細設計委託

森林土木

東京都総務局八丈支庁

現況平面測量及び路線測量（２道八－大里）

一般測量

東京都総務局三宅支庁

卯辰川治山事業測量設計委託

森林土木

東京都港湾局

令和２年度 八丈島空港ＲＥＳＡ及びその他測量

一般測量

東京都産業労働局森林事務所

二俣尾四丁目治山事業測量設計委託

森林土木

東京都産業労働局森林事務所

塩田治山事業測量設計委託

森林土木

東京都下水道局西部第一下水道事務所

環状第4号線道路整備事業に伴う新宿区富久町、余丁町付近
管渠改良その2実施設計

下水道

大阪府茨木土木事務所

主要地方道 茨木摂津線 国際文化公園都市幹線共同溝 設
道路
備更新詳細設計委託

大阪府北部農と緑の総合事務所

山内地区治山ダムほか設計（２・復旧）業務

森林土木

大阪府中部農と緑の総合事務所

下田原地区治山ダム設計（２・森林防災）業務

森林土木

独立行政法人水資源機構中部支社

岩屋ダム管理所

令和２年度実績

発注者

業務名

業務分野

大阪府中部農と緑の総合事務所

国見山地区流路工設計（２・府単）業務

森林土木

大阪府泉州農と緑の総合事務所

秬谷地区治山ダム設計（２・予防）業務

森林土木

大阪府泉州農と緑の総合事務所

大野町地区治山ダム設計（２・森林防災）業務

森林土木

大阪府泉州農と緑の総合事務所

蕎原地区山腹工設計（２・予防）業務

森林土木

大阪府南河内農と緑の総合事務所

千早地区治山ダム設計（２・森林防災）業務

森林土木

愛知県一宮建設事務所

橋梁修繕工事の内積算資料作成業務委託（その２）

鋼構造及びコンクリート

愛知県豊田加茂建設事務所

総合治水対策特定河川工事（交付金・住宅）の内積算資料作
河川、砂防及び海岸・海洋
成業務委託（その３）

愛知県西三河建設事務所

道路改良工事（交付金）の内設計及び地質調査業務委託

道路

兵庫県北播磨県民局加東土木事務所

（国）３７２号道路付属物点検業務

道路

兵庫県西播磨県民局光都土木事務所

（国）３７３号 路線測量・道路詳細設計業務

道路

兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所

（主）香美久美浜線他 橋梁補修詳細設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

三重県松阪建設事務所

令和２年度 公共土木施設維管 第２２００１－０１分２０
０１号 二級河川阪内川ほか河川・海岸・港湾・砂防パト
河川、砂防及び海岸・海洋
ロール業務委託

三重県松阪建設事務所

令和２年度 社会資本・地 第Ａ０１０－８７分２００１号
一般県道田丸停車場斎明線 道路改良（道路詳細設計）業務 道路
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２００２号
山居３地区 急傾斜地崩壊防止（詳細設計）業務委託

三重県伊勢農林事務所

平成３１年度 自然災 第４３００－分２０１４号 自然災
森林土木
害防止事業 第伊－２２－２号治山施設点検調査業務委託

三重県伊勢農林事務所

令和２年度 自然災 第４３００－ 分２００３号 自然災
森林土木
害防止事業第伊－１号工事測量設計業務委託（南尾）

三重県伊勢農林事務所

令和２年度 長寿命化 第４４４０－ 分２００２号 治山
施設機能強化事業 第４－２号工事測量設計業務委託（天神 森林土木
山）

河川、砂防及び海岸・海洋

令和２年度実績

発注者

業務名

業務分野

三重県伊勢農林事務所

令和２年度 県機能強化本土 第５２０００－ 分２００２
一般測量
号 波切漁港 県営漁港施設機能強化事業 測量業務委託

三重県尾鷲農林事務所

令和２年度 自然災 第６３００－ 分２００３号 自然災
害防止事業（県単）第尾１０－２号治山施設点検調査業務委 森林土木
託

三重県熊野農林事務所

平成３１年度 自然災 第７３００－ 分２０１２号自然災
森林土木
害防止事業第熊-１号工事（孫八谷）測量設計業務委託

三重県熊野農林事務所

令和２年度 自然災 第７３００－ 分２００３号 自然災
害防止事業 第熊－４－１号治山施設点検（熊野川流域）調 森林土木
査業務委託

奈良県奈良土木事務所

主要地方道天理加茂木津線 一般構造物設計委託(防災・安
全交付金事業（地方道橋りょう補修））

鋼構造及びコンクリート

奈良県南部農林振興事務所

令和２年度 緊急機能強化・老朽化対策事業
委託

森林土木

大阪市消防局

令和２年度 経年防火水槽 簡易調査（水中探査）業務委託 鋼構造及びコンクリート

名古屋市教育委員会

白鳥５号墳地形測量業務及び擁壁予備設計業務委託

土質及び基礎

三重県桑名市役所

建物等調査積算業務委託（その２）

物件

三重県桑名市役所

建物等調査積算業務委託（その５）

物件

三重県中南勢流域下水道事務所

令和２年度 国補宮川低率 第３１０１－２分２００２号
宮川流域下水道（宮川処理区）内宮幹線（第６工区）路線測 一般測量
量業務委託

三重県松阪市役所

根木御麻生薗線用地測量業務委託

用地測量

三重県松阪市役所

楠林１号橋外１橋橋梁修繕設計業務委託

鋼構造及びコンクリート

三重県松阪市役所

飯南中学校土地災害復旧測量業務委託

一般測量

三重県四日市農林事務所

令和２年度 自然災 第１３００－ 分２００７号 自然災
森林土木
害防止事業第四－１４号測量設計業務委託（真谷）

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

千葉工事事務所

測量設計業務

首都圏中央連絡自動車道 横芝光地区土取場測量業務

一般測量

名神高速道路

鋼構造及びコンクリート

一宮高架橋他３橋支承取替設計

令和２年度実績

発注者

業務名

業務分野

中日本高速道路株式会社名古屋支社
スセンター

桑名保全・サービ 東名阪自動車道
９年度）

揖斐長良川橋他1橋橋梁補修設計（２０１

中日本高速道路株式会社名古屋支社
スセンター

桑名保全・サービ 東名阪自動車道
図面作成

七宝第2高架橋他６橋橋梁補強工事発注用

中日本高速道路株式会社名古屋支社
スセンター

桑名保全・サービ 東名阪自動車道（特定更新等）弥富高架橋（上り線）床版取
鋼構造及びコンクリート
替工事発注用図面作成

中日本高速道路株式会社八王子支社
スセンター

大月保全・サービ 東富士五湖道路
年度）

中日本高速道路株式会社八王子支社
スセンター

大月保全・サービ

須走高架橋他4橋耐震補強設計（平成３０

中央自動車道 赤坂高架橋耐震補強設計（平成30年度）

鋼構造及びコンクリート

鋼構造及びコンクリート

鋼構造及びコンクリート

鋼構造及びコンクリート

西日本高速道路株式会社関西支社

新名神大阪西事務所 新名神高速道路 茨木市原萩谷トンネル南側等用地測量業務 用地測量

西日本高速道路株式会社関西支社
所

福知山高速道路事務

西日本高速道路株式会社中国支社
所

千代田高速道路事務 令和元年度 千代田高速道路事務所管内 構造物補修工事発
鋼構造及びコンクリート
注用図面作成業務

西日本高速道路株式会社九州支社

佐世保工事事務所

福知山高速道路事務所管内 伸縮装置補修設計

佐世保道路 佐世保地区工事発注用図面作成用務

鋼構造及びコンクリート

鋼構造及びコンクリート

