
※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

滋賀県長浜土木事務
所

令和４年度　第ＸＲ６５－７号　伊部近
江線（国友橋）補助道路修繕設計業
務委託

橋梁修繕設計 １橋 滋賀県 R4

千葉県安房土木事務
所

県単橋梁修繕（耐震）委託（内浦橋・
耐震補強設計）

橋梁耐震補強設計 1橋 千葉県 R4

福井県越前市 橋梁補修詳細設計業務委託その４ 橋梁補修詳細設計業務　1式 福井県 R4

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事　道路橋定期点検業務
委託０４－０２－１００１

道路橋定期点検    38橋 福井県 R4

川崎市幸区役所道路
公園センター

鷹野大橋橋りょう長寿命化修繕設計
委託

橋りょう修繕設計　1式 神奈川県 R4

京都府福知山市
道河第１２号　橋りょう点検（その１）
業務

橋梁定期点検　145橋 京都府 R4

東京都清瀬市
橋梁長寿命化修繕計画（定期点検・
修繕計画策定（改定））

橋梁長寿命化修繕設計　1式 東京都 R4

福井県鯖江市
道路橋定期点検業務委託その２（２２
－１０１１０２）

道路橋定期点検　33橋 福井県 R4

福井県丹南土木事務
所

橋梁点検４－２－４３－８ 橋梁定期点検　53橋 福井県 R4

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

橋梁定期点検業務委託０４－４８－０
１

橋梁定期点検　29橋 福井県 R4

福井県福井土木事務
所

河川改修工事（松丸橋改修）設計業
務委託０３－０６－０６－８４

橋梁設計　1橋 福井県 R4

東京都葛飾区 奥戸橋補修詳細設計（その３）委託 橋梁補修設計　1式 東京都 R4

埼玉県狭山市 橋梁点検業務委託（その３） 橋梁定期点検　46橋 埼玉県 R4

兵庫県西播磨県民局
光都土木事務所

（国）２５０号ほか　道路橋梁定期点検
業務

橋梁定期点検　49橋
歩道橋定期点検　5橋

兵庫県 R4

千葉県安房土木事務
所

県単橋梁修繕（耐震）委託（内浦橋・
耐震補強設計）

橋梁耐震補強設計 1式 千葉県 R4

埼玉県草加市
橋りょう耐震化補強検討委託（蒲生大
橋）

橋梁耐震補強設計　1式 埼玉県 R4

東京都港湾局東京港
建設事務所

令和３年度南千石橋耐震補強等予備
設計

耐震補強等予備設計　１式 東京都 R3

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託０３－０
２－３２Ｈ－０１

橋梁補修設計　1式 福井県 R3

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事　調査設計業務委託０
３－０２－１１１４

橋梁補修調査設計　1式 福井県 R3

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

橋梁補修工事　設計業務委託名田庄
納田終３補－１

橋梁補修詳細設計　1式 福井県 R3

川崎市麻生区役所道
路公園センター

むじなが池公園橋りょう修繕設計業
務委託

橋梁補修設計　1式 神奈川県 R3

埼玉県熊谷県土整備
事務所

道路構造物維持工事（橋梁点検業務
委託その２）３５８

橋梁定期点検　1橋 埼玉県 R3

東京都港湾局東京港
建設事務所

令和３年度南千石橋耐震補強等予備
設計

橋梁補修調査設計　1式 東京都 R3

千葉県安房土木事務
所

道路メンテナンス（点検）委託（館山・
橋梁点検その２）

橋梁定期点検　1式 千葉県 R3

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事　調査業務委託０２－０
１－１１８－０３

 橋梁定期点検　35橋横断歩道橋定期点検　3箇所福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

橋梁点検３－１－８５ 橋梁定期点検　20橋 福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託３－１
－８５

橋梁補修設計　1式 福井県 R3

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事　道路橋定期点検業務
委託０３－０３－１００１

道路橋定期点検    26橋 福井県 R3

設計部門（橋梁）



福井県三国土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託０３－０
１－４８０１Ｈ

橋梁補修設計　1式 福井県 R3

兵庫県まちづくり技術
センター

令和３年度　市町道路橋定期点検
（地域一括発注）業務〈但馬地域（そ
の２）〉

橋梁定期点検　629橋 兵庫県 R3

堺市建設局 多米川橋ほか４橋補修詳細設計業務 橋梁補修詳細設計業務　5橋 大阪府 R3

神奈川県愛甲郡愛川
町

令和３年度　角田１２５号橋・角田１２
５号歩道橋・角田１２６号橋補修設計
業務委託

橋梁補修設計　3橋 神奈川県 R3

千葉県安房土木事務
所

道路メンテナンス（橋梁）委託（湊橋・
補修設計）

補修設計　1橋 千葉県 R3

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託２－１
－５２

橋梁補修設計　1式 福井県 R3

川崎市川崎区役所道
路公園センター

日進町歩道橋他１橋横断歩道橋補修
詳細設計委託

橋梁補修詳細設計　2橋 神奈川県 R2

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

橋梁耐震補強工事　設計業務委託東
市場１－３

橋脚耐震補強設計　1式 福井県 R2

東京都港湾局東京港
建設事務所

令和２年度南千石橋耐震補強等予備
設計

橋梁予備設計　1式 東京都 R2

東京都練馬区
やすらぎ歩道橋橋脚耐震詳細等設計
委託

歩道橋耐震補強設計　1式 東京都 R2

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託０２－０
１－９２－０４

橋梁撤去設計　1式 福井県 R2

兵庫県但馬県民局養
父土木事務所

道保補修　第２２５３ー０ーＳ０２号
（主）宮津養父線　外　橋梁点検業務
（その１）

橋梁定期点検　39橋 兵庫県 R2

福井県鯖江市
鯖江市農道橋長寿命化修繕計画策
定業務委託

橋梁長寿命化修繕計画策定　1式 福井県 R2

埼玉県川越県土整備
事務所

社会資本整備総合交付金（維持）工
事（橋りょう詳細点検業務委託その３）

橋梁定期点検　7橋 埼玉県 R2

兵庫県東播磨県民局
加古川土木事務所

道保防安第２３５６－０－Ｓ０１号
（一）林崎港線他　張り出し車道他
補修設計業務

橋梁補修設計 　1橋 兵庫県 R2

東京都清瀬市
清瀬駅北口ペデストリアンデッキ補修
設計委託

橋梁補修設計 　1橋 東京都 R2

奈良県郡山土木事務
所

枚方大和郡山線　無名橋（２）出店橋
補修設計業務（防災・安全交付金事
業（地方道橋りょう補修・国補正））第
繰－３－３４－２－委－２号

橋梁補修設計 　1橋 奈良県 R2

福井県丹南土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託３１－１
－１１２

水管橋詳細設計　41.6m 福井県 R2

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事　道路橋定期点検業務
委託０２－０２－１００１

橋梁定期点検　1式 福井県 R2

福井県福井土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託３１－０
２－０２Ｈ０３

橋梁詳細設計　34m 福井県 R2

福井県三国土木事務
所

旧橋撤去工事　設計業務委託３１－０
１－０２０５

旧橋撤去設計　1橋 福井県 R2

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託０２－０
３－０５０２

橋梁予備設計　1式 福井県 R2

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

橋梁耐震補強工事　設計業務委託下
吉田１補－２

橋梁耐震補強設計　1式 福井県 R2

千葉県安房土木事務
所

県単橋梁修繕（補修）委託（内浦橋・
補修設計）

橋梁補修設計 　1橋 千葉県 R1

兵庫県西播磨県民局
光都土木事務所

道保防安計　第１５２９－０－Ｓ０１号
（一）千種新宮線　外　橋梁補修設計
業務（雲梅橋・細谷橋）

橋梁補修設計 　2橋 兵庫県 R1

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

冠山峠道路第６号橋詳細修正設計他
業務

橋梁詳細修正設計　38.5m 福井県 R1

福井県鯖江市
令和元年度農道橋長寿命化計画策
定業務委託

橋梁長寿命化計画策定　1式 福井県 R1



福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　設計業務
委託３１－８

橋梁補修設計 　1橋 福井県 R1

埼玉県越谷県土整備
事務所

９３１５橋りょう修繕工事（谷古宇橋補
修設計業務委託）

橋梁補修設計 　1橋 埼玉県 R1

埼玉県北本県土整備
事務所

社会資本総合交付金（維持）工事（橋
梁点検業務委託その２）

橋梁定期点検　1橋 埼玉県 R1

埼玉県秩父県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（秩父湖大橋定期点
検業務委託）

橋梁定期点検　2橋 埼玉県 R1

東京都港湾局東京港
建設事務所

令和元年度南千石橋耐震補強基本
設計

橋梁耐震補強設計　1式 東京都 R1

福井県勝山市
防災・安全社会資本整備総合交付金
橋梁補修設計業務委託　その３

橋梁補修詳細設計　1式 福井県 R1

神奈川県秦野市
令和元年度長坂橋外３橋橋りょう修
繕設計委託業務

橋梁補修設計 　4橋 神奈川県 R1

埼玉県川越県土整備
事務所

橋りょう架換工事（新琵琶橋詳細修正
設計業務委託）

橋梁詳細設計　18.9m 埼玉県 R1

奈良県吉野土木事務
所

第３－３４－６－委１０号　主要地方道
高野天川線　広瀬谷橋　橋梁補修詳
細設計委託（防災・安全交付金事業
（地方道橋りょう補修））

橋梁詳細設計　8.9m 奈良県 R1

埼玉県熊谷県土整備
事務所

社会資本整備総合交付金（維持）工
事（橋梁点検業務委託その２）３１１

橋梁定期点検　17橋 埼玉県 R1

福井県鯖江市
令和元年度　林道橋定期点検業務委
託

橋梁定期点検　6橋 福井県 R1

千葉県船橋市
アンデルセン公園太陽の橋橋梁補修
実施設計業務委託

橋梁補修設計 　1橋 千葉県 R1

埼玉県本庄県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（金鑚陸橋耐震補強
設計業務委託）

橋梁耐震補強設計　1式 埼玉県 R1

滋賀県大津市
市道橋補修設計業務委託（仰木第１
橋ほか）

橋梁補修設計 　2橋 滋賀県 R1

東京都清瀬市
ハケ橋・旭が丘橋橋梁補修設計業務
委託

橋梁補修設計 　1橋 東京都 R1

和歌山県伊都振興局

平成３０年度　道保交金　第９０３‐３
号‐８　平成３０年度　道保交金　第９
０３‐３３号‐７　国道３７０号外　交付
金道路保全点検業務

橋梁定期点検　1式 和歌山県 R1

福井県鯖江市
令和元年度　農道橋定期点検業務委
託

橋梁定期点検　27橋 福井県 R1

埼玉県杉戸県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（新今宮橋補修設計
業務委託）

橋梁補修設計 　1橋 埼玉県 R1

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事　橋梁定期点検業務委
託３１‐１

橋梁定期点検　17橋 福井県 R1

福井県坂井市
令和元年度　社会資本整備総合交付
金事業　橋梁補修設計業務その２

橋梁詳細設計　3橋 福井県 R1

和歌山県東牟婁振興
局

令和１年度　道保交金　第９０３－１５
号　国道１６８号（志古ロックシェッド）
交付金道路保全設計業務

ロックシェッドの補修設計　1式 和歌山県 R1

埼玉県本庄県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（南大通り陸橋耐震
補強設計業務委託）

橋梁耐震補強設計　1式 埼玉県 R1

国土交通省近畿地方
整備局足羽川ダム工事
事務所

足羽川ダム付替道路詳細修正設計
他業務

橋梁詳細修正設計　13.4m 福井県 R1

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

橋梁耐震補強工事　設計業務委託名
田庄納田終３０補－２

橋梁耐震補強設計　1式 福井県 R1

福井県福井土木事務
所

流域治水対策河川工事（防災・安全
交付金）設計業務委託３０‐０６‐０４８
１

橋梁詳細設計　32.8m 福井県 H30

兵庫県丹波県民局丹
波土木事務所

維修　第０ー０ーＳ１２号　（国）１７６号
他　住吉橋他橋梁補修設計業務委託

橋梁補修設計 　3橋 兵庫県 H30

埼玉県北本県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（御成橋外補修改良
設計業務委託）

橋梁補修設計 　2橋 埼玉県 H30

埼玉県杉戸県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（関山北立体橋補修
設計業務委託）

橋梁補修設計 　1橋 埼玉県 H30



福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事　設計業務委託３０－０
１－４１＿０１

橋梁詳細設計　295m 福井県 H30

埼玉県越谷県土整備
事務所

８２７２橋りょう架換工事（小谷堀橋詳
細修正設計業務委託）

橋梁詳細設計　36m 埼玉県 H30

埼玉県杉戸県土整備
事務所

橋りょう修繕工事（下砂場橋耐震補強
設計業務委託）

橋梁耐震補強設計　1式 埼玉県 H30

奈良県五條土木事務
所

３－３３－７－委１６　一般国道１６８
号　果無橋橋梁補修設計委託（防災・
安全交付金事業（国道橋りょう補修））

橋梁補修設計 　1橋 奈良県 H30

千葉県成田市
橋梁補修設計業務委託（根木名橋
他）

橋梁補修設計 　6橋 千葉県 H30

兵庫県西播磨県民局
龍野土木事務所

維修　第００００ー０ー０２８号　（国）１
７９号　外　橋梁現地点検業務委託
（５ｍ以上）

橋梁定期点検　39橋 兵庫県 H30

東京都板橋区
耐震補強設計及び調査補修設計委
託

橋梁詳細設計　60.4m 東京都 H30

奈良県奈良市
橋梁長寿命化設計業務委託（朱雀三
丁目地内他・中部第１０５５号線（リサ
谷橋）他）

橋梁補修設計 　3橋 奈良県 H30

東京都清瀬市 三郷橋橋梁補修設計委託 橋梁補修設計 　1式 東京都 H30
大阪府吹田市 九十九橋補修設計業務 橋梁補修設計 　1橋 大阪府 H30

東京都多摩市
既設橋梁定期点検業務委託（平成３
０年度）

橋梁定期点検　29橋 東京都 H30

福井県敦賀土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）設計業務委託２９－５

旧橋撤去詳細設計　70ｍ 福井県 H30

東京都大田区 三ツ木橋架替工事詳細設計委託 橋梁詳細設計　1式 東京都 H30

福井県鯖江市
高見橋旧橋撤去設計業務委託（１０２
１０１）

旧橋撤去詳細設計　36ｍ 福井県 H30

川崎市建設緑政局　北
部都市基盤整備事務
所

市道宮前６号線（南野川橋）橋梁詳細
設計委託

橋梁詳細設計　1式 神奈川県 H29

福井県勝山市
防災・安全交付金　勝山市橋梁定期
点検業務委託

橋梁定期点検　1橋 福井県 H29

東京都清瀬市
橋梁長寿命化修繕計画（定期点検・
修繕計画策定）

橋梁長寿命化修繕計画　1式 東京都 H29

福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　道路施設
定期点検業務委託その２

橋梁定期点検　1式 福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

道路防災施設修繕工事（防災・安全
交付金）　調査・設計業務委託

ＰＣロックシェッドの補修設計　1式 福井県 H29

福井県福井土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）　設計業務委託２８－１

橋梁詳細設計　1式 福井県 H29

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
道路橋定期点検業務委託

橋梁定期点検　8橋 福井県 H29

福井県奥越土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　道路橋定
期点検業務委託

橋梁定期点検　40橋 福井県 H29

福井県福井土木事務
所

道路改良工事（防災・安全交付金）
設計業務委託２９－２

橋梁詳細設計　1式 福井県 H29

千葉県市原市
立体横断施設（青柳台歩道橋）修繕
詳細設計業務委託

橋梁詳細設計　1式 千葉県 H29

福井県勝山市
都市再生整備計画事業　東御門橋詳
細設計業務委託

橋梁詳細設計　1式 福井県 H29

福井県三国土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）設計業務委託Ｈ２９その２

橋梁予備設計　1式 福井県 H29

東京都清瀬市 梅坂橋橋梁補修設計委託 橋梁補修設計　1式 東京都 H29
福井県福井土木事務
所

道路改良工事（防災・安全交付金）
設計業務委託２９－９

橋梁詳細設計　橋長　27.7 m 福井県 H29

埼玉県秩父市 番戸橋補修設計業務委託
橋梁点検・詳細設計　1橋　橋長
143.9m

埼玉県 H29

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
橋梁定期点検業務委託２９―１

橋梁定期点検　10橋 福井県 H29

福井県鯖江市
道路橋定期点検業務委託その５（１０
２１０８）

橋梁定期点検　51橋 福井県 H29

埼玉県越谷市
橋梁補修設計業務委託（堂面橋外１
橋）

橋梁補修設計　1式 埼玉県 H29



福井県鯖江市
道路橋点検業務委託その６（１０２１１
０）

橋梁定期点検　27橋 福井県 H29

埼玉県東松山県土整
備事務所

社会資本整備総合交付金（維持）工
事（橋梁詳細点検業務委託その６）

橋梁詳細点検業務　1式 埼玉県 H29

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）Ｎ
２８－６　（県単）橋梁維持修繕工事Ｎ
２９－１　合併工事　調査業務委託

橋梁定期点検　18橋 福井県 H29

東京都練馬区
橋梁耐震等予備設計委託（やすらぎ
歩道橋）

橋梁耐震照査　1式 東京都 H29

埼玉県杉戸県土整備
事務所

総合交付金（維持）工事（橋梁点検業
務委託その２）

橋梁点検　3橋 埼玉県 H29

東京都葛飾区 奥戸橋護岸兼用橋台耐震照査委託 橋台耐震照査　1式 東京都 H28
福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　設計業務
委託

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

（県単）橋梁維持修繕工事　定期点検
業務委託２８－２

橋梁定期点検　48橋 福井県 H28

福井県鯖江市
道路橋定期点検業務委託その１（１０
２１０２）

橋梁定期点検　49橋 福井県 H28

福井県福井土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　調査業務
委託Ｓ２８－１

橋梁定期点検　28橋 福井県 H28

千葉県市原市
市道５０７６号線新堀橋架替詳細設計
業務委託

橋梁架替え設計　1式 千葉県 H28

福井県勝山市
防災・安全社会資本整備交付金　中
村橋補修設計業務委託

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

独立行政法人水資源
機構関西・吉野川支社
川上ダム建設所

川上ダム工事用道路等検討業務 仮設橋梁詳細設計　1式 三重県 H28

奈良県宇陀土木事務
所

３－３６９－５－委１　一般国道３６９
号　高井橋　耐震補強設計委託（防
災・安全交付金事業（国道橋りょう補

橋梁補修設計 　1式 奈良県 H28

奈良県吉野土木事務
所

第６１４－委３号　一般県道大台大迫
線　ダム高欄詳細設計委託（単独道
路災害防除事業）

高欄詳細設計　1式 奈良県 H28

埼玉県草加市
橋りょう補修詳細設計委託（男女土
橋、龍圦橋）

橋梁補修詳細設計 　1式 埼玉県 H28

東京都練馬区 橋梁定期点検業務委託 橋梁定期点検　1式 東京都 H28

東京都練馬区
橋梁耐震基本設計委託（やすらぎ歩
道橋）

橋梁耐震基本設計　1式 東京都 H28

東京都清瀬市
柳原橋・薬師橋橋梁補修設計業務委
託

橋梁補修設計 　1式 東京都 H28

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
調査業務委託Ｎ２８－２

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

千葉県船橋市 鷹匠橋橋梁補修設計業務委託 橋梁補修設計 　1式 千葉県 H28
千葉県市原市 久保田橋架替設計業務委託 橋梁架替設計　1式 千葉県 H28
福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
調査業務委託Ｓ２８－２

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

埼玉県秩父県土整備
事務所

社会資本整備総合交付金（維持）整
備工事（橋梁点検業務委託その４）

橋梁定期点検　1式 埼玉県 H28

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
調査業務委託Ｅ２８―１

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

埼玉県草加市
橋りょう耐震照査検討委託（八条大
橋）

橋りょう耐震照査　1式 埼玉県 H28

福井県鯖江市
橋梁補修設計業務委託その２（１０２
１０７）

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

福井県奥越土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
道路橋定期点検業務委託その１

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

埼玉県新座市
石神橋耐震補強・修繕工事実施設計
業務委託

橋梁耐震補強　1式 埼玉県 H28

埼玉県新座市 橋梁点検調査業務委託 橋梁定期点検　1式 埼玉県 H28
福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）橋
梁定期点検業務委託２８－１

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）橋
梁定期点検業務委託２８－２

橋梁補修設計 　1式 福井県 H28



福井県奥越土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　道路橋定
期点検業務委託

橋梁定期点検　26橋
横断歩道橋定期点検 1橋

福井県 H27

東京都清瀬市 前原橋橋梁補修設計業務委託 橋梁補修詳細設計　1式 東京都 H27

東京都葛飾区 奥戸橋補修詳細設計委託 橋梁補修設計 　1式 東京都 H27

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
調査業務委託その２

橋梁補修設計 　1式 福井県 H27

福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　測量・調
査・設計業務委託２７－１

橋梁維持補修計画　1式 福井県 H27

東京都練馬区
橋梁長寿命化修繕計画に基づく調査
設計委託

橋梁長寿命化修繕計画　1式 東京都 H27

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
設計業務委託

橋梁補修設計 　1式 福井県 H27

東京都総務局大島支
庁

清水橋補修工事補足設計 橋梁補修設計 　1式 東京都 H27

千葉県習志野市 袖ケ浦緑道橋点検業務委託 橋梁定期点検　1式 千葉県 H27
千葉県我孫子市 白山跨線人道橋点検業務委託 橋梁定期点検　1式 千葉県 H27

千葉県船橋市
北谷津川５号橋ほか１橋橋梁補修設
計業務委託

橋梁補修設計 　1式 千葉県 H27

福井県今立郡池田町
Ｈ２７年度　社会資本整備総合交付
金事業　道路橋定期点検業務

橋梁点検　3橋 福井県 H27

福井県福井土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金（広域連携））測量・設計業務委
託２７－１

橋梁予備設計 　1式 福井県 H27

福井県嶺南振興局
平成２７年度　森林基幹道開設工事
（農山漁村地域整備交付金）　設計業
務委託

橋梁予備・詳細設計　3橋 福井県 H27

東京都足立区 栗六陸橋ほか２橋補修設計業務委託 橋梁補修設計　4橋 東京都 H26
福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　測量・調
査・設計業務委託２６－１

路線測量　L=30m
橋梁補修設計　2箇所

福井県 H26

福井県鯖江市
上戸ノ口三峰線二口橋詳細設計業務
委託（１０２１５１）

一般構造物設計　1式
橋梁予備設計   　1式
道路設計　L=30m

福井県 H26

福井県丹南土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）　設計業務委託その２

橋梁予備修正設計　1式
道路予備設計　L=270m

福井県 H26

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）
調査設計業務委託

橋梁基礎工追加検討設計　1基
機械ボーリング　36m

福井県 H26

埼玉県越谷市 道路橋調査設計業務委託（２６－１）
橋梁下部工調査　1式
試掘調査　1箇所
水路改修検討　1式

埼玉県 H26

東京都足立区
新砂子路橋ほか４橋耐震性能照査業
務委託

橋梁耐震性能照査　5橋 東京都 H26

福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　橋梁点検
業務委託２６―１

橋梁定期点検　41橋 福井県 H26

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
その５

橋梁詳細設計　橋長13.1m 福井県 H26

千葉県習志野市 緑道橋点検業務委託 橋梁定期点検　5橋 千葉県 H26
福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　調査業務
委託

橋梁定期点検　40橋
シェッド点検　5箇所

福井県 H26

東京都総務局大島支
庁

椿橋外２橋補修詳細設計
橋梁補修詳細設計　2橋
ボックスカルバート補修詳細設計　1
基

東京都 H26

千葉県船橋市 高根川道路横断函渠設計業務委託 箱型函渠の実施詳細設計　1式 千葉県 H26
福井県三国土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金）測量・設計業務委託Ｈ２６その３

橋梁詳細設計　橋長25.4m 福井県 H26

東京都国分寺市
恋ヶ窪人道橋落橋防止対策事業に伴
う調査設計等業務委託

落橋防止工　1式
耐震補強工・補修工　1式

東京都 H25

福井県丹南土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）設計業務委託その2

橋梁詳細設計　橋長61.5ｍ　1橋 福井県 H25

国土交通省近畿地方
整備局足羽川ダム工事
事務所

付替県道１号橋予備設計業務 橋梁予備設計　橋長29.8ｍ　1橋 福井県 H25



福井県三国土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
H25その3

橋梁一般図作成　2橋 福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　調査・設
計業務委託その1

橋梁調査　2橋
橋梁補修設計　2橋

福井県 H25

福井県福井土木事務
所

橋梁補修工事（社会資本整備総合交
付金）　設計業務委託

橋梁下部工耐震補強設計　10基
河川測量　0.1km
路線測量　0.272km

福井県 H25

福井県鯖江市
上戸ノ口三峰線二口橋実施設計業務
委託（102103）

橋梁設計　1式
4級基準点測量　2点
路線測量　0.1km

福井県 H25

福井県鯖江市 農道橋耐震点検調査設計業務委託
耐震点検調査設計 橋長19.8ｍ 1式
現地測量　1式
耐震補強設計　1式

福井県 H25

東京都建設局西多摩
建設事務所

山田大橋耐震補強修正設計
橋梁補修設計　1式
耐震補強設計　1式

東京都 H25

福井県丹南土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　橋梁点検
業務委託その1

橋梁点検　48橋 福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
その２

橋梁詳細設計　橋長13.9m　1橋
調査ボーリング　1本

福井県 H25

東京都清瀬市
橋梁長寿命化修繕計画策定業務委
託

橋梁長寿命化修繕計画　11橋 東京都 H25

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事（防災・安全交付金）調
査・設計業務委託その2

橋梁調査　2橋
橋梁補修設計　2橋

福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

道路改良工事（防災・安全交付金）
設計業務委託その2

橋梁予備設計　橋長53.6ｍ　1橋 福井県 H25

東京都建設局第一建
設事務所

青山橋補修設計 橋梁補修詳細設計　1橋 東京都 H25

千葉県大網白里市
準用河川金谷川第一橋梁実施設計
業務

橋梁詳細設計　橋長8.8m　1式 千葉県 H25

福井県奥越土木事務
所

（県単）橋梁維持修繕工事　（県単）道
路維持修繕工事　合併工事　横断歩
道橋調査補修設計業務委託

横断歩道橋撤去設計　1式
平面交差点詳細設計　1式

福井県 H25

国分寺市役所
武蔵野線人道橋落橋防止対策事業
に伴う調査設計等業務委託

落橋防止ｼｽﾃﾑ詳細設計　１式
補修設計　１式

東京都 H24

立川市役所
立川駅南口駅前広場デッキ及びセン
ターデッキ排水施設改修工事実施設
計委託

漏水部改修設計　１式
桁カバー補習工設計　１式

東京都 H24

草加市役所
都市計画道路橋梁拡幅・道路予備設
計等業務委託

橋梁拡幅予備設計　1橋
道路予備設計　L=935ｍ
平面交差点予備設計　2箇所

埼玉県 H24

足立区役所
富士見橋付近護岸散策路等詳細設
計委託・工事課委託第201号

道路詳細設計　L=380m
一般構造物詳細設計　1式
橋梁詳細設計　1橋

東京都 H24

鯖江市役所 八幡橋実施設計業務委託(102102)
測量業務　1式
調査ボーリング　2本
橋梁詳細設計　1橋

福井県 H24

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

(県単)橋梁維持修繕工事　設計業務
委託24-1

既設橋梁動的解析　1式
橋脚耐震補強設計　1式
落橋防止システム設計　1式

福井県 H24

越谷市役所
橋梁補修設計業務委託(千代田橋）
外8橋

補修設計　13橋 埼玉県 H24

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

(県単)橋梁維持修繕工事橋梁点検業
務　田烏他24-5

橋梁点検　94橋 福井県 H24

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

(県単)橋梁維持修繕工事　設計業務
委託24-3

橋梁詳細調査　1橋
橋梁耐震補強概略設計　2橋

福井県 H24

東京都総務局大島支
庁

聖地橋他１橋補修詳細設計及び新聖
地橋補修詳細設計

橋梁補修詳細設計　1式 東京都 H24

東京都建設局西多摩
建設事務所

山田大橋耐震補強詳細設計
橋梁補修設計　1橋
橋脚補強設計　8基
非線形動的解析　1橋

東京都 H24

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

橋梁補修工事（社会資本整備総合交
付金）設計業務委託平野24-1

耐震補強設計　1橋 福井県 H24

鯖江市役所 橋梁台帳整備業務委託 橋梁点検(橋長15m未満）　380橋 福井県 H23



福井県奥越土木事務
所

(県単)橋梁維持修繕工事　耐震補強
設計業務委託

耐震補強設計　3橋 福井県 H23

福井県丹南土木事務
所

橋梁補修工事(地域自主戦略交付金)
設計業務委託その1

高架橋耐震補強設計　1橋 福井県 H23

大阪府大阪市役所 橋梁補修設計業務委託-4 橋梁補修設計(鋼橋）　17橋 大阪府 H23

葛飾区役所 八剱橋橋梁架替予備設計委託
橋梁予備設計　橋長120ｍ　1橋
道路予備設計　L=360ｍ
平面交差点予備設計　１箇所

東京都 H23

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

(県単)橋梁維持修繕工事　橋梁点検
業務委託　中井他22-10

橋梁点検　58橋 福井県 H23

福井県丹南土木事務
所

地域連携推進工事(道路補修)橋梁詳
細調査等業務委託

鉄筋探査　1式
塩化物イオン含有量試験　1式
対策方法検討　1式

福井県 H22

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事（社会特会）
設計業務委託その5

橋梁詳細修正設計　1橋 福井県 H22

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

道路改良工事(社会資本整備総合交
付金)設計業務委託その1

測量業務　1式
橋梁詳細設計　1橋

福井県 H22

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

広域河川改修工事　地質調査・設計
業務委託その4

測量業務　1式
調査ボーリング　2本
橋梁詳細設計　1橋

福井県 H21

福井県丹南農林総合
事務所

平成21年度森林基幹道開設工事（補
正）調査測量設計業務委託

調査ボーリング　2箇所
林道詳細設計　L=110m
橋梁詳細設計　1橋

福井県 H21

福井県奥越土木事務
所

地域連携推進工事（道路補修）調査・
設計業務委託

橋梁形状計測　1式
橋梁床版調査　1式
橋梁下部工調査　1式
橋梁補修設計　1橋

福井県 H21

千葉市役所
（主）浜野四街道長沼線（下田大橋）
橋梁予備設計業務委託

橋梁予備設計　橋長124m　1橋
擁壁･補強土詳細設計　1箇所
道路予備設計　L=170m
用地測量　A=0.1万㎡

千葉県 H20

福井県福井土木事務
所

地方道路交付金工事（橋梁補修）設
計業務委託

落橋防止ｼｽﾃﾑ詳細設計　1式 福井県 H20

福井市役所
促進No.2　橋梁(15号橋)詳細設計業
務委託(南工区）

橋梁詳細設計　1橋
樋門詳細設計　1式

福井県 H19

福井市役所 橋梁予備設計等業務委託(馬渡川）

橋梁予備設計　1橋
歩道橋予備設計　1橋
箱型函渠予備設計　1式
標準護岸予備設計　1式

福井県 H19

鯖江市役所
上戸ノ口8号線橋梁詳細設計業務
（101101）

測量業務　1式
調査ボーリング　2本
橋梁詳細設計　1橋
護岸詳細設計　1式

福井県 H19

福井県鯖江土木事務
所

総合流域防災工事(洪水流下阻害部
緊急解消)設計業務委託その3

橋梁詳細設計　1橋 福井県 H19



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

大阪府富田林土木事
務所

都市計画道路　八尾富田林線外　道
路構造物等設計委託

道路予備設計（Ｂ）　1式
道路詳細設計（Ａ）　1式
一般構造物予備設計　1式
一般構造物詳細設計　1式
道路設計関係その他設計　1式
平面交差点予備設計　1式
歩道設計　1式

大阪府 R4

中日本高速道路株式
会社金沢支社金沢保
全・サービスセンター

北陸自動車道（特定更新等）金沢管
内のり面修繕詳細設計（２０２２年度）

用排水設計　10.68km
詳細図作成　7枚

石川県 R４

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託０４－０
１－０３０５

付帯市道詳細設計　１式 福井県 R4

大阪市建設局
令和４年度　市内一円自転車駐車場
設計検討等業務委託

歩道交通量調査　1式
設計ガイドライン作成　1式
民間自転車駐車場整備促進検討 1
式

大阪府 R4

神奈川県伊勢原市
令和４年度　市道２７０３号線道路詳
細設計業務

道路詳細設計  L=250.0m
計画幅員 W=12.0ｍ

神奈川県 R4

千葉市建設局
千葉市交差点改良計画修正業務委
託（４－１）

交差点改良計画修正業務
30箇所

千葉県 R4

福井県福井土木事務
所

交通安全施設整備工事　調査業務委
託０４－０４－１２０－０２

事故マッピング作成　1式 福井県 R4

福井県鯖江市
丸山２８号線道路改良詳細設計業務
委託（２１ー１０２１０６）

道路詳細設計業務　１式
測量業務　L=0.32km
設計業務（詳細B）　L=0.32km

福井県 R3

東京都建設局第六建
設事務所

特定道路バリアフリー化整備詳細設
計（３六－１）

特定道路バリアフリー化
整備詳細設計　１式

東京都 R3

福井県丹南土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託２－７
－６

交差点照明施設設計　１式 福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

道路防災対策工事　道路土工構造物
点検業務委託３－１－３５

道路土工構造物点検    20箇所 福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

交通安全施設整備工事　設計業務委
託３－１－６３

道路調査検討　１式 福井県 R3

福井県奥越土木事務
所

道路防災施設修繕工事　ロックシェッ
ド定期点検業務委託０３－０３－２００
１

ロックシェッド定期点検　4箇所 福井県 R3

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

冠山峠道路他図面作成他業務 図面等作成　１式 福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託２－１
－２０

道路予備設計　L=980m 福井県 R2

奈良県奈良土木事務
所

主要地方道奈良加茂線　道路詳細設
計委託（防災・安全交付金事業（道路
環境整備）（重点）他）第繰４－Ａ０１－
０３３－委－６他号

道路詳細設計　L=430m 奈良県 R2

東京都住宅政策本部
０２Ａ－４八幡山三丁目第２道路実施
設計

道路詳細設計　L=530m 東京都 R2

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託０２－０
２－０７０８

立体交差点設計　1式 福井県 R2

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託０２－０
２－０７０９

立体交差点設計　1式 福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

舗装補修工事２－１－６４
道路舗装修繕設計　L=3.4km
CBR試験　1式

福井県 R2

福井県三国土木事務
所

歩道整備工事　測量設計業務委託３
１－０３－１７０２Ｈ

歩道設計　L=640m
路線測量　L=640m

福井県 R1

神奈川県三浦郡葉山
町

葉山町道７０４号線測量及び実施設
計業務委託

道路詳細設計　L=110m
路線測量　L=110m

神奈川県 R1

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
３０－２

道路詳細設計　L=30m 福井県 R1

設計部門（道路）



福井県丹南土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）（県単）基幹河川改修工事（受託）
合併業務測量設計業務委託３１－１

道路詳細設計　L=60m
路線測量　L=0.1km

福井県 R1

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　設計業務委
託３１－２３

道路詳細設計　L=173m 福井県 R1

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託（市道２０１
７、２０２４１号線）

道路予備設計　L=330m
道路詳細設計　L=250m

埼玉県 R1

福井県三国土木事務
所

消雪施設整備工事　設計業務委託３
１－０１－２００１

消雪設備詳細設計　L=1.1km
路線測量　L=1.1ｋｍ

福井県 R1

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　設計業務委託３１－０
１－０３０２

道路詳細設計　L=2,060m
平面交差点設計　1箇所

福井県 R1

千葉県旭市
道路詳細設計修正業務委託　第１６
号

道路詳細修正設計　L=600m
路線測量　L=0.1km

千葉県 R1

堺市建築都市局 瓦町１８号線道路詳細修正設計業務 道路詳細設計　L=70m 大阪府 R1
福井県丹南土木事務
所

道路改良工事　測量・設計業務委託
３１－１

道路詳細設計　L=1,000m
路線測量　L=1,000m

福井県 R1

福井県三国土木事務
所

道路改良工事　測量・設計業務委託
３０－０４－５００１

道路詳細設計　L=178m
路線測量　L=0.5km

福井県 R1

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

福井バイパス他交通量調査業務 交通量調査　1式 福井県 R1

千葉市建設局
村田町線外交差点予備修正設計業
務委託（３１－１）

道路予備設計　L=250ｍ
平面交差点予備修正設計　N=2箇
所

千葉県 R1

大阪府和泉市 信太５号線詳細設計等業務委託
道路詳細設計　L=600m
CBR調査　N＝3箇所
路線測量　1式

大阪府 R1

東京都清瀬市
市道０２１０号線道路詳細設計業務委
託

道路詳細設計　L=210m
土質ボーリング　1本
路線測量　L=0.2km

東京都 R1

福井県丹南土木事務
所

雪寒地域道路（消雪）修繕工事（補正
予算）　設計業務委託３０‐１

消融雪設備詳細設計　1式 福井県 R1

中日本高速道路株式
会社金沢支社福井保
全・サービスセンター

福井北ＩＣ～丸岡ＩＣ間中央分離帯改
良設計

道路詳細設計　L=480m 福井県 R1

国土交通省近畿地方
整備局滋賀国道事務
所

消融雪設備他設計業務
消融雪設備他設計　1式
道路詳細設計　L=200ｍ
土質ボーリング　2本

滋賀県 H30

東京都建設局第五建
設事務所

バリアフリー化工事に伴う歩道詳細
設計（３０五－３）

歩道設計　L=3,600 m 東京都 H30

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託及び測量作
業委託（市道４０４８３号線）

道路詳細設計　L=170m
路線測量　L=0.2km

埼玉県 H30

東京都港湾局
平成３０年度外貿コンテナふ頭周辺
道路渋滞長調査委託

交通量調査　1式 東京都 H30

東京都総務局八丈支
庁

構造物予備設計及び地質調査（３０
交八－三原小中）

道路修正設計　L=450m
土質ボーリング　2本

東京都 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　測量・設計業
務委託３０－１

道路詳細設計　L=460m 福井県 H30

京都府宇治市
宇治２２８号線無電柱化測量設計業
務委託

無電柱化詳細設計　L=140m
路線測量　L=600m

京都府 H30

千葉県君津土木事務
所

県単道路改良（一般・リゾート）委託
（向郷・道路予備設計（Ｂ））

道路予備設計　L=1,600m 千葉県 H30

福井県鯖江市
北鯖江線消雪設備設計業務委託（１
０１１０３）

消融雪設備詳細設計　1式 福井県 H30

東京都練馬区
電線共同溝予備設計委託（練馬区画
街路第１号線）

電線共同溝予備設計　Ｌ＝0.16ｋm 東京都 H30

埼玉県朝霞県土整備
事務所

８２０６道路改築工事（道路予備設計
業務委託）

道路予備設計　L＝2,500m
交差点予備設計　6箇所

埼玉県 H30

大阪府吹田市
天道岸部線山田佐井寺岸部線交差
点改良等設計業務

平面交差点設計　1箇所 大阪府 H30

福井県鯖江市
水落中８号線消雪設備設計業務委託
（１０１１０２）

消融雪設備詳細設計　L=370m 福井県 H30

千葉県長生土木事務
所

県単道路改良（一般）委託（深沢・予
備設計）

道路予備設計　L=1,700m 千葉県 H30



東京都葛飾区
都市計画道路補助第２７６号線（一口
橋南）予備設計委託

道路予備設計　L=540m 東京都 H30

東京都清瀬市
東３・４・１７号下清戸線基本設計業務
委託

道路基本設計　Ｌ＝440m 東京都 H30

東京都葛飾区
都市計画道路区画街路４号線（四つ
木東）予備設計委託

道路予備設計　L=0.48ｋm
路線測量　1式
交通量推計　交差点４箇所

東京都 H30

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託（市道２０２４
１号線）

道路詳細設計　L=280m 埼玉県 H30

和歌山県西牟婁振興
局建設部

平成３０年度　道調　第２号　文里湊
線道路調査設計業務

道路予備設計　L=1.8km 和歌山県 H30

千葉県我孫子市
我孫子都市計画道路３・４・９号及び
３・４・１０号事業認可図書作成業務委
託

事業認可図書作成 1式 千葉県 H29

東京都建設局西多摩
建設事務所

防護柵設置工事に伴う詳細設計（２９
西－１）

歩道設計　L=1,680m 東京都 H29

千葉県四街道市 南波佐間３号線道路予備設計委託
道路予備設計　L=660m
道路詳細設計　L=200m

千葉県 H29

東京都総務局八丈支
庁

道路予備修正設計及び地質調査（２
９道八－大賀郷２期３期）

道路予備修正設計　L=1,360m 東京都 H29

東京都調布市 平２９主要市道１２号線測量設計委託
道路詳細設計　L=700m
路線測量　L=700m

東京都 H29

奈良県橿原市
市道路改良工事に伴う道路詳細設計
業務委託（南浦町）

道路詳細設計　L=320m 奈良県 H29

千葉県我孫子市 土谷津地区道路概略設計業務委託 道路概略設計　L=900m 千葉県 H29
千葉県山武土木事務
所

県単街路整備委託（暫定交差点設
計）

交差点改良計画　1式 千葉県 H29

千葉県君津土木事務
所

県単道路改良（一般・リゾート）委託
（向郷・道路予備設計）

道路予備設計　L=1,200m 千葉県 H29

兵庫県川西市
道新委第２９０６号　錦松台地内市道
化に伴う設計等業務委託

道路詳細設計　L=450m 兵庫県 H29

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託及び測量作
業委託（市道２０２４１号線）

道路詳細設計　L=280m
路線測量　L=300m

埼玉県 H29

堺市建築都市局 下黒山南交差点詳細設計業務 交差点改良設計　4箇所 大阪府 H29

堺市建設局
府道大阪和泉泉南線舗装補修詳細
設計業務

舗装設計　L=1,260m 大阪府 H29

東京都調布市
平２９調３・４・２８号線道路予備修正
設計及び電線共同溝予備設計委託

道路予備修正設計　L=210m
平面交差点設計　2箇所

東京都 H29

東京都葛飾区 中川右岸改修設計委託 道路詳細設計　L=800m 東京都 H29
東京都総務局八丈支
庁

道路予備修正設計及び地質調査（２
７道八－大賀郷２期）

道路予備修正設計　L=900m 東京都 H28

東京都清瀬市
市道０１１５号線道路整備設計業務委
託

道路詳細設計　L=590m 東京都 H28

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

道路改良工事（電源交付金）設計業
務委託石山その１０

道路予備設計 1式 福井県 H28

福井県奥越土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金（広域連携））　測量および設計
業務委託その１

道路詳細設計　L=423m
路線測量　L=100m

福井県 H28

東京都八丈町 新道東里線設計委託 道路詳細設計（Ｂ） 1式 東京都 H28

千葉県佐倉市 飯野２‐３１号線実施設計業務委託
道路詳細設計　L=1,190m
路線測量　L=600m

千葉県 H28

堺市建設局 国道３１０号歩道改良詳細設計業務 歩道設計　L=600m 大阪府 H28

福井県鯖江市
鯖江駅北線道路詳細設計業務委託
（１０２１０４）

道路詳細設計　L=610m
路線測量　L=700m

福井県 H28

奈良県生駒市
小明上線歩道整備工事に伴う測量設
計業務

道路詳細設計　L=470m
路線測量　L=300m

奈良県 H28

千葉県市川市
道路予備設計業務委託（市道０２３２
号）

道路予備設計　L=100m 千葉県 H28

東京都目黒区
田楽橋右岸側交差点改良設計業務
委託

道路予備設計　L=100m 東京都 H28

千葉県佐倉市 上志津２－２６２号線設計業務委託
道路詳細設計　L=180m
路線測量　L=200m

千葉県 H28



兵庫県阪神南県民セン
ター西宮土木事務所

県河緊急減　第０―０―Ｓ０４号
（一）淀川水系　神崎川　進入路改良
設計業務

管理用道路設計　1式 兵庫県 H28

奈良県五條市
道路改良工事に伴う測量設計業務委
託

道路概略設計　L=300m
路線測量　L=300m

奈良県 H28

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

永平寺大野道路他図面等作成業務 図面等作成業務 　1式 福井県 H27

東京都建設局西多摩
建設事務所

道路詳細設計（氷川地区） 道路詳細設計　L=380m 東京都 H27

東京都北区
都市計画道路補助第８７号線測量委
託

交通量調査　1式
基準点測量　L=2km

東京都 H27

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

道路改良工事（電源交付金）　設計業
務委託石山その３

道路詳細設計　L=1,010m 福井県 H27

東京都総務局八丈支
庁

道路災害防除設計（２７八の３）及び
道路詳細修正設計（２７交八－永郷）

道路詳細設計　L=110m 東京都 H27

東京都建設局第一建
設事務所

自転車走行空間整備予備設計（２７
一の１）

自転車走行環境整備　1式 東京都 H27

福井県丹生郡越前町
平成２７年度　町道国体線道路測量
設計業務委託

道路詳細設計　L=100m 福井県 H27

千葉県佐倉市
飯野１－５０９号線予備設計修正業務
委託

道路予備修正設計　L=1,200m 千葉県 H27

千葉県佐倉市 上志津Ｉ‐４３号線実施設計業務委託 道路詳細設計　L=320m 千葉県 H27
国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

交通情勢調査業務 交通量調査　1式 福井県 H27

福井県福井駅周辺整
備事務所

（県単）重要幹線街路工事　交通量調
査業務委託県測２６－０４

交通量調査　1式 福井県 H27

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路維持修繕工事　設計業務
委託

融雪設備詳細設計　1式 福井県 H27

和歌山県県土整備部 国道１６９号道路調査設計業務 道路概略設計 L=3,500m 和歌山県 H27

千葉県旭市
測量及び歩道詳細設計業務委託　第
２２号

道路詳細設計　L=500m
路線測量　L=500m

千葉県 H27

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
その６

道路概略設計　L=170m 福井県 H27

東京都建設局南多摩
東部建設事務所

交差点基本検討（２７南東－すいすい
鶴川四丁目ほか４ヶ所

道路概略設計　L=250m 東京都 H27

千葉県市川市
市道０１０１号　道路予備設計業務委
託

道路予備設計　L=1,100m 千葉県 H27

奈良県吉野土木事務
所

一般県道上池原下桑原線　道路予備
修正設計委託（防災・安全交付金事
業（南部・東部））２０－Ａ３１－委２

道路予備修正設計　L=600m 奈良県 H27

東京都総務局八丈支
庁

道路詳細修正設計（26交八－八高３
期）

道路詳細修正設計　L=420m
路線測量　1式

東京都 H26

福井県奥越土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金）　設計業務委託その１

道路詳細設計　L=53m
法面工詳細設計　1式
取付道路詳細設計　1式

福井県 H26

千葉県県土整備部香
取土木事務所

ふさのくに観光道路委託（北ルート道
路詳細設計）

道路詳細設計　L=1,000m
補強土詳細設計　1式
プレキャストＬ型擁壁設計　1式

千葉県 H26

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

永平寺大野道路他図面等作成業務 図面作成単価契約　1式 福井県 H26

福井県奥越土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金（広域連携））　測量および設計
業務委託

道路詳細修正設計　L=780m
擁壁詳細設計（L型、重力式）　1式
路線測量　L=1,140m
水準測量　L=8,500m
現地測量　A=0.04km2
基準点測量　1式

福井県 H26

埼玉県草加市
道路修正設計業務委託（市道２０２４
１号線）

道路修正設計　L=120m
護岸修正設計　1式

埼玉県 H26



東京都総務局八丈支庁
道路詳細修正設計（２６交八－八高３
期）

道路詳細修正設計　L=420m 東京都 H26

埼玉県草加市
谷塚松原線（草加区間）予備設計業
務委託

道路予備設計　L=680m 埼玉県 H26

公益財団法人　東京都
道路整備保全公社

電線共同溝予備設計及び試掘調査
（２６都道３１８－江北）

電線共同溝予備設計L=1.26km
測量業務 L=1.26ｋｍ
試掘調査歩道 21箇所、車道 13箇所

東京都 H26

東京都西東京市
市道１２７１・１２７６・１６２７号線実施
設計委託

現地踏査　0.57ｋｍ
道路詳細設計　0.44ｋｍ
横断設計　0.44ｋｍ

東京都 H26

福井県福井土木事務
所

街路工事（防災・安全交付金）設計業
務委託その１

電線共同溝設計　L=1,100m 福井県 H26

千葉県山武市
蓮沼ホ・蓮沼イ線外道路詳細設計業
務委託

道路詳細設計（Ｂ）　L=2,000m
平面交差点設計　2箇所

千葉県 H26

千葉県山武市
上横地・松ヶ谷線外道路詳細設計業
務委託

道路詳細設計（Ｂ）　L=1,900m
平面交差点設計　　　2箇所

千葉県 H26

東京都建設局西多摩
建設事務所

道路基本修正設計（氷川地区）
一般構造物予備設計　4箇所
一般構造物詳細設計　4箇所
道路詳細設計　L=380m

東京都 H26

東京都総務局八丈支
庁

道路予備修正設計及び地質調査（２
６道八－大賀郷２期）

道路予備修正設計　L=1,600m
構造物予備設計（擁壁）　1式
地質調査業務　1式

東京都 H26

千葉県柏市 ３新市建設計画道路設計委託（戸張）
道路予備設計（Ｂ） L=350m
平面交差点予備設計　1式

千葉県 H26

東京都総務局八丈支
庁

道路詳細修正設計及び測量（２６道
八－樫立４期）

道路修正設計　L=180ｍ
橋梁詳細設計　1式
路線測量　L=73m

東京都 H26

福井県鯖江市
鯖江駅北線道路改良設計業務委託
（１０２１５４）

道路詳細設計　L=700m
消雪設備詳細設計　L=320m
測量業務　1式
CBR試験　2箇所

福井県 H26

東京都総務局八丈支
庁

道路構造物予備設計及び地質調査
（２６道八－神子尾）

道路予備修正設計（A）　L=1,200m
道路構造物予備設計　3箇所
機械ボーリング　5箇所

東京都 H26

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　　測量設計業
務委託その３

平面交差点改良設計　1式
配合CBR試験　1式
現地測量　A=0.005km2

福井県 H26

川崎市港湾局
東扇島幹線５号道路他詳細（その２）
設計委託

道路修正設計　L=860m
平面交差点修正設計　2箇所
道路照明施設詳細設計　L=860m
交差点照明施設詳細設計　2箇所

神奈川県 H26

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託及び測量作
業委託（市道２０２４１号線）

道路詳細設計　L=110m
標準護岸詳細設計　1式
測量業務　1式

埼玉県 H26

埼玉県草加市
排水路整備工事（Ｃ－３０７号水路）に
伴う実施設計業務委託

道路修正設計　L=120m
水路詳細設計　1箇所
路線測量　L=120km

埼玉県 H26

埼玉県草加市
排水路整備工事（Ｂ－１９３号水路）に
伴う実施設計業務委託

歩道詳細設計　L=320m
水路詳細設計　1式
路線測量　L=320m

埼玉県 H26

東京都建設局南多摩
東部建設事務所

交差点詳細修正設計（２６南東－多
摩３・１・６多摩市総合福祉センター）

平面交差点修正設計　2箇所 東京都 H26

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　測量設計業務
委託その６

道路詳細設計　L=140m
一般構造物設計　1式

福井県 H26

千葉県旭市 道路概略設計業務委託　第２１号 道路概略設計(B)　L=2,900m 千葉県 H26
千葉県成田土木事務
所

ふさのくに観光道路ネットワーク委託
（協議資料作成）

協議資料作成　1式 千葉県 H26

福井県鯖江市 路面性状調査業務委託（102106）
路面計測　L=1.9km
計測データ解析・評価　L=1.9km

福井県 H25

福井県福井土木事務
所

道路防災対策工事（防災・安全交付
金）　測量・地質・設計業務委託

4級基準点測量　4点
現地測量　1式
浮石・転石調査　1斜面

福井県 H25

千葉県我孫子市
我孫子都市計画道路3・4・9号及び3・
4・10号概略・予備設計業務委託

道路概略設計　L=1,284m
道路予備設計　L=1,284m

千葉県 H25



東京都練馬区
西武池袋線付属街路18号線等整備
に伴う予備設計委託

道路予備設計　L=1,390m
4級基準点測量　29点
路線測量　L=1,400m

東京都 H25

福井県奥越土木事務
所

道路改良工事（社会資本整備総合交
付金（広域連携））設計業務委託　そ
の8

道路詳細設計　L=900m
路線測量　1式

福井県
H25

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　　設計業務委
託 道路詳細設計　L=300m

福井県
H25

千葉県山武市 南郷160号線道路詳細設計業務委託 道路詳細設計　L=371m 千葉県 H25

東京都水道局水源管
理事務所

小河内貯水いこいの路調査設計委託
道路詳細設計　L=121m
路線測量　L=1,700m
地形図作成　A=0.024km2

東京都 H25

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託及び測量作
業委託（市道20241号線）

道路詳細設計　L=120m
鋼矢板護岸　L=10.5m
4級基準点測量　3点

埼玉県 H25

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

嶺北北地区防災点検業務 道路構造物点検　1式 福井県 H25

東京都建設局南多摩
西部建設事務所

交差点詳細修正設計（25南西ー日野
坂）

平面交差点設計　1箇所 東京都 H25

福井県丹生郡越前町
平成２４年度（繰）越前地区　町道防
災点検業務委託

道路防災点検　1式 福井県 H25

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

春日野第１中継消雪設備改修詳細設
計業務

消雪設備修繕詳細設計　L=1,305m 福井県 H25

東京都建設局南多摩
東部建設事務所

交差点詳細設計（25南東ー多摩3・1・
6多摩市総合福祉センター）

交差点詳細設計　2箇所 東京都 H25

東京都八丈支庁 道路災害防除設計(24八の1）
法面工詳細設計　1箇所
調査ボーリング　1箇所

東京都 H24

福井県三国土木事務
所

道路改良工事(地域自主戦略交付金)
測量設計業務委託

路線測量　L=1,200m
道路詳細設計　L=1,200m
交差点詳細設計　1箇所
橋梁予備設計　1式
構造物詳細設計　7箇所

福井県 H24

練馬区役所
練馬主要区道67号線電線共同溝詳
細設計委託

道路詳細設計　L=500m
電線共同溝詳細設計　L=1,000m

東京都 H24

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

原子力災害制圧道路等整備事業(交
付金)業務委託(設計)美浜工区24-14

道路詳細設計　L=1,320m
法枠詳細設計　2箇所
交差点詳細設計　2箇所

福井県 H24

国土交通省福井河川
国道事務所

敦賀バイパス樫曲地区道路詳細設計
業務

道路詳細設計　L=1,000m 福井県 H24

福井県奥越土木事務
所

道路防災点検事業（地方道）道路防
災点検業務委託

道路防災点検　1式 福井県 H24

福井県奥越土木事務
所

道路防災点検事業（国道）道路防災
点検業務委託

道路防災点検　1式 福井県 H24

福井県丹南土木事務
所

道路防災点検工事（国道）　調査業務
委託

道路防災点検　1式 福井県 H24

福井県丹南土木事務
所

道路防災対策工事(予備費)測量調査
設計業務委託その1

測量業務　1式
地表踏査　1式
落石対策工詳細設計　1式

福井県 H23

国土交通省福井河川
国道事務所

永平寺大野道路道路図面作成業務 図面作成単価契約　1式 福井県 H23

足立区役所
自転車駐車場整備工事設計委託(交
通委託第3号)

駐輪場新設、増設、改修設計等、計
4箇所

東京都 H23

東京都八丈支庁
道路改修工事（樫立4期）に伴う地質
調査及び設計（その4）

調査ボーリング　3箇所
道路詳細設計　L=110m
橋梁詳細設計　メタルロード設計

東京都 H23

練馬区役所
練馬主要区道67号線電線共同溝予
備修正等設計委託

電線共同溝予備修正設計 L=1,000m
道路予備修正設計　L=500m

東京都 H23

大阪府鳳土木事務所
一般国道480号　道路防災施設詳細
設計業務委託

道路詳細設計　L=110m
法面工予備設計　1箇所
法枠詳細設計　1箇所
仮設構造物詳細設計　1箇所

大阪府 H23



東京都八丈支庁
道路改修工事（樫立4期地区）に伴う
詳細設計及び測量（その2）

路線測量　1式
道路詳細設計　L=180m
一般構造物予備・詳細設計　4箇所
橋梁予備設計　1橋

東京都 H22

練馬区役所
電線共同溝予備設計業務委託(練馬
主要区道67号線）

電線共同溝予備設計　L=1,000ｍ 東京都 H22

福井県三国土木事務
所

(県単)道路改良工事(地方特定)測量
設計業委託

路線測量　1式
道路詳細設計　L=1,200m
交差点予備設計　1箇所

福井県 H22

練馬区役所 道路整備工事に伴う調査設計委託 道路詳細設計　L=620m 東京都 H22

東京都八丈支庁
道路改修工事（樫立4期地区）に伴う
詳細設計及び測量・調査

測量業務　1式
調査ボーリング　3本
道路詳細修正設計　L=110m
一般構造物詳細設計　1式
橋梁詳細設計　1橋

東京都 H21

福井県丹南土木事務
所

地域活力基盤創造交付金工事（道路
改良）設計業務委託その5

平面交差点詳細設計　1箇所
U型擁壁詳細設計　1箇所
施工計画・仮設計画　1式
消雪設備詳細設計　L=410m

福井県 H21

福井県三国土木事務
所

(県単)道路改良工事(経済対策交付
金)　測量・設計業務委託

測量業務　1式
道路詳細設計　L=800m

福井県 H21

国土交通省福井河川
国道事務所

永平寺大野道路大月地区法面排水
施設設計業務

道路詳細設計　L=460m
道路詳細修正設計　L=180m
水路詳細設計　L=760m
調整池詳細設計　1箇所

福井県 H21

国土交通省福井河川
国道事務所

平成20年度福井河川国道事務所管
内道路通常巡回業務

道路通常巡回　12.0ヶ月 福井県 H20

東京都八丈支庁
道路改修工事（樫立4期地区）に伴う
設計及び地質調査

調査ボーリング　1式
道路詳細設計　L=350m
道路構造物詳細設計　1式
橋梁予備・詳細設計　1橋

東京都 H20

東京都八丈支庁
道路災害防除測量及び地質調査並
びに設計（八の2）

測量業務　1式
調査ボーリング　5本
法面工詳細設計　5箇所

東京都 H20

国土交通省福井河川
国道事務所

福井河川国道事務所道路構造物定
期巡回業務

ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ･ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ点検　13箇所
擁壁点検　L=8.1km
落石防止施設点検　L=4.6km
橋梁点検　82支間

福井県 H20

福井県福井土木事務
所

地方道路交付金工事（臨時交付金）
測量・調査・設計業務委託その4

取付道路測量・設計　1式
景観検討　1式
無散水式消雪設備設計　1式
さく井調査　1式

福井県 H20

福井県朝日土木事務
所

（県単）道路改良工事（地方特定）調
査・設計業委託

調査ボーリング　3本
道路詳細設計　L=600m
道路詳細修正設計　L=400m
補強土壁工詳細設計　3箇所

福井県 H19



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

福井県三国土木事務
所

河川維持修繕工事　調査設計業務委
託０４－０４－５３２１

水門調査設計　1式 福井県 R4

福井県丹南土木事務
所

河川維持修繕工事　設計業務委託４
－１８－１１８

堰撤去に伴う護岸の影響評価　1式 福井県 R4

福井県福井土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託０３－０
６－１２Ｈ－８２

遊水地設計　1式 福井県 R4

福井県丹南土木事務
所

河川維持修繕工事　調査設計業務委
託４－２－１１８

河床環境再生詳細設計　1式 福井県 R4

福井県三国土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託０３－０
４－４３０６Ｈ

仮設工設計　1式 福井県 R3

奈良県郡山土木事務
所

神田川　渓流保全工詳細設計業務
（防災・安全交付金事業（砂防）他）

渓流保全工詳細設計　1式 奈良県 R3

奈良県奈良土木事務
所

鹿野園沢（Ａ沢）砂防堰堤詳細設計委
託（防災・安全交付金事業（重点・砂
防））　第繰１４－２－委－４号

砂防堰堤詳細設計　1基 奈良県 R3

福井県丹南土木事務
所

河川調査業務　設計業務委託３－１
－１２３

河道検討業務　1式
遊水池概略検討業務　1式

福井県 R3

大阪府鳳土木事務所
砂防施設点検委託（Ｒ３　鳳土木事務
所）

砂防堰堤　33基
地すべり防止施設　3箇所
急傾斜地崩壊防止施設　55箇所

大阪府 R3

福井県丹南土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託２－１
－１２８

浸透流解析 1式
築堤詳細設計 1式

福井県 R3

福井県丹南土木事務
所

砂防工事　調査業務委託２－１－１４
１

砂防関係施設点検　1式 福井県 R2

福井県福井土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託３１－０
６－０３－８２

揚水機場（樋門・樋管・建屋）実施設
計　L=20m

福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

砂防工事　調査業務委託２－２－１４
１

砂防関係施設点検　1式 福井県 R2

大阪府鳳土木事務所
二級河川　石津川　河川構造物等詳
細設計委託

護岸詳細設計　L＝204.4m 大阪府 R2

福井県丹南土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）（補正）　調査・設計業務委託国土
強靭化１－１

浸透流解析　1式
堤体強化対策工工法検討と詳細設
計　1式

福井県 R1

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　堤防耐震
点検業務委託３１－８

堤防耐震点検　1式 福井県 R1

福井県丹南土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）（緊急対策）　設計業務委託３１－
１

堤防点検　左岸側4.3km、右岸側3.8
ｋｍ

福井県 R1

福井県奥越土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　堤防耐震
一次点検業務委託３１－０５－５１２３

堤防耐震点検　1式 福井県 R1

奈良県吉野土木事務
所

第６１０－１－委１号　象の川流域　砂
防全体計画策定業務委託（防災・安
全交付金事業（砂防）（南部・東部）
（流木対策））

砂防全体計画作成業務　1式 奈良県 R1

奈良県五條土木事務
所

繰７１－７－委５　他　大畑瀞　地すべ
り観測等業務委託（防災・安全交付金
事業（砂防）（南部・東部））

地下水位観測　1式
パイプ歪計観測　1式

奈良県 R1

奈良県宇陀土木事務
所

第５‐８‐委２他号　下向出沢Ｂ流域
砂防全体計画策定業務委託（砂防関
係調査費　他）

砂防全体計画作成業務　1式 奈良県 R1

福井県鯖江広域衛生
施設組合

横山処分場廃止確認申請書補足資
料作成業務委託

廃止確認申請書補足資料作成業務
1式

福井県 R1

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）（緊急対策）（補正）設計業務委託
３０－２５

護岸詳細設計　1式 福井県 R1

福井県丹南土木事務
所

砂防総合流域防災事業（基礎調査）
（補正）　基礎調査業務委託３０－１

砂防基礎調査　1式 福井県 H30

設計部門（河川）



福井県福井土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
測量設計業務委託３０－０７－４３０１

砂防堰堤詳細設計 　1式
路線測量　L=0.2km

福井県 H30

兵庫県中播磨県民セン
ター姫路土木事務所

県土砂対策　第００００‐０‐Ｓ０５号
（砂）大石原川１　砂防堰堤詳細設計・
地質調査業務

砂防堰堤詳細設計　1基
ボーリング　4本

兵庫県 H30

大阪府池田土木事務
所

淀川水系　才ノ本川外　砂防堰堤修
正設計委託（Ｈ３０）

砂防堰堤修正設計　1式 大阪府 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　測量設計
業務委託３０－５

護岸詳細設計（片岸）　L=10.9m
路線測量　L=0.1km

福井県 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）嶺北南部ダム統合管理　貯砂
ダム　測量・設計業務委託桝谷ダム３
０―７

浚渫詳細設計　1式
路線測量　L=0.6km

福井県 H30

福井県丹南農林総合
事務所

平成３０年度　県単治山工事　治山測
量設計業務委託

治山ダム設計　1式 福井県 H30

大阪府河内長野市 普通河川石見川他４件測量設計業務 護岸詳細設計　1０箇所 大阪府 H30
川崎市中原区役所道
路公園センター

渋川環境整備詳細設計委託 護岸詳細設計　L=632m 神奈川県 H30

兵庫県東播磨県民局
加古川土木事務所

東播磨港・明石港・東播海岸（播磨工
区）・江井ヶ島港　現場技術業務（平
成３０年度）

海岸工事現場技術業務　1式 兵庫県 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託３０－６

護岸詳細設計（片岸）　L=45.6m
路線測量　L=45m

福井県 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託３０―１０

護岸詳細設計（片岸）　L=18m
路線測量　L=100m

福井県 H30

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託３０―１１

護岸詳細設計（片岸）　L=9.8m
路線測量　L=100m

福井県 H30

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
設計業務委託その３

道路詳細設計　L=490m
スリット式ダム H=9.5m　1式

福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）　設計業務委託２９－２

排水構造物の予備設計及び詳細設
計　3基

福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）　測量・調査・設計業務委託その１

堤防補修設計　L=400m 福井県 H29

国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

砂防堰堤修正設計業務 砂防堰堤詳細設計　H=19.5m　1式 福井県 H29

埼玉県川越県土整備
事務所

河川改修工事（柳瀬川河道設計業務
委託）

河川護岸詳細設計 　両岸L=500m 埼玉県 H29

福井県丹南土木事務
所

災害復旧査定設計業務委託（県単）
河川維持修繕工事（台風２１号災害
関係）合併業務測量設計業務委託
その２

護岸詳細設計（片岸） L=22.6m
4級基準点測量 3点
現地測量　A=920㎡
路線測量　L=20m

福井県 H29

奈良県中和土木事務
所

第２９災委４０１―委―１―１０号　飛
鳥川他　災害復旧関連調査委託

河川復旧設計　L=652m　 奈良県 H29

福井県丹南土木事務
所

災害復旧査定設計業務委託（県単）
砂防設備修繕工事（台風２１号災害
関係）合併業務測量設計業務委託
その４

護岸詳細設計（片岸）　L=11m
4級基準点測量　2点
現地測量　A=500㎡
路線測量　L=130m

福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託２９－１８

路線測量　L=100m
河道計画の資料作成および仮設計
画

福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託２９－２０

路線測量　L=512m
河道計画の資料作成および仮設計
画

福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託２９－２１

護岸復旧　L=22.5m（左岸） 福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

（県単）河川維持修繕工事　調査業務
委託２９－２２

護岸復旧　L=13.8m（左岸） 福井県 H29

奈良県吉野土木事務
所

２９災委６０３―２―委１２　丹生川他
護岸詳細設計委託（災害復旧関連調
査委託費）

護岸詳細設計　1式 奈良県 H29

福井県福井土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）設計業務委託２９－３

樋門設計　1式 福井県 H29

福井県福井土木事務
所

砂防総合流域防災工事（防災・安全
交付金）　調査業務委託２８－１

砂防施設点検　47基 福井県 H28



国土交通省近畿地方
整備局福井河川国道
事務所

砂防堰堤修正設計業務 副堰堤工修正設計  1式 福井県 H28

福井県丹南土木事務
所

砂防総合流域防災工事（防災・安全
交付金）調査業務委託その３

砂防施設点検　19基 福井県 H28

福井県丹南土木事務
所

砂防総合流域防災工事（防災・安全
交付金）　調査業務委託その７

砂防施設点検　15基 福井県 H28

福井県産業労働部
福井臨海工業用水道事業　舟橋取水
口改築詳細設計業務委託

樋門・樋管設計　1式 福井県 H28

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）測
量設計業務委託その２

砂防堰堤詳細設計　1式
路線測量　L=100m

福井県 H28

兵庫県阪神南県民セン
ター西宮土木事務所

県土砂対策　第０ー０ーＳ０１号　（二）
武庫川水系シリツキ川他　砂防えん
堤詳細設計業務委託

透過型堰堤形式　H=7.0m　1式
基準点測量　6点

兵庫県 H28

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
設計業務委託その３

砂防えん堤詳細設計　H=9.5m　1式 福井県 H27

奈良県奈良土木事務
所

下北出谷　防災・安全交付金事業（砂
防）

砂防堰堤予備設計　H=7.5m　1式 奈良県 H27

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路改良工事　設計業務委託
その３

護岸詳細設計（両岸）　L=33.7ｍ
護岸詳細設計（片岸）　L=5.6ｍ

福井県 H27

福井県福井土木事務
所

砂防総合流域防災工事（防災・安全
交付金）　調査業務委託２７－２

砂防施設点検　54基 福井県 H27

福井県丹南土木事務
所

砂防総合流域防災工事（防災・安全
交付金）　調査業務委託その２

砂防設備点検　11箇所
急傾斜地崩壊防止施設 16地区

福井県 H27

埼玉県草加市
道路詳細設計業務委託及び測量作
業委託（市道２０２４１号線）

道路修正設計　L=120m
護岸修正設計　1式

埼玉県 H26

埼玉県草加市
道路修正設計業務委託（市道２０２４
１号線）

道路詳細設計　L=120m
標準護岸詳細設計　L=120m
路線測量　1式

埼玉県 H26

福井県福井土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
測量設計業務委託その１

砂防堰堤予備・詳細設計　1式
付替道路詳細設計　1式
平面測量　A=0.02km2
路線測量　L=730m

福井県 H26

福井県福井土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
測量設計業務委託その２

砂防堰堤予備・詳細設計　1式
付替道路詳細設計　1式
平面測量　A=0.02k㎡
路線測量　L=390m

福井県 H26

埼玉県草加市
排水路整備工事（Ｃ‐183号水路）に伴
う実施設計業務委託

護岸詳細設計　1式 埼玉県 H25

福井県丹南土木事務
所

総合流域防災工事（防災・安全交付
金）調査設計業務委託

浸透流解析　2断面
築堤詳細設計　式

福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事（防災・安全交付金）
設計業務委託

砂防えん堤詳細設計　1式
道路詳細設計　L=107m

福井県 H25

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

砂防総合流域防災事業（基礎調査）
業務委託熊川その1

砂防基礎調査　4箇所 福井県 H25

東京都建設局南多摩
西部建設事務所

程久保川河川防災工事に伴う調査及
び詳細設計

護岸詳細設計　1式
護岸予備設計　1式
スウェーデン式貫入試験　1式

東京都 H25

国土交通省近畿地方
整備局和歌山河川国
道事務所

有本第二樋門開閉装置更新設計業
務

樋門詳細設計　1式 和歌山県 H25

千葉県県土整備部山
武土木事務所

広域河川改修委託（作田川樋管詳細
設計）

樋管詳細設計　1式 千葉県 H25

水資源機構木津川ダム
総合管理所

比奈知ダム登力地区斜面対策調査
設計

測量業務　1式
調査ボーリング　1本
ダム湖斜面対策設計　1式

三重県 H24

福井県福井土木事務
所

（県単）砂防設備修繕工事　設計業務
委託その1

砂防堰堤配置計画　3基 福井県 H24

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

砂防流域防災事業(地域自主戦略交
付金)測量調査設計業務委託　六路
谷その1

測量業務　1式
調査ボーリング　2本
砂防堰堤補強設計　2基
流路工詳細設計　2箇所

福井県 H24



福井県丹南土木事務
所

総合流域防災事業(地域自主戦略交
付金)測量・調査・設計業務委託

測量業務　1式
調査ボーリング　1本
弾性波探査　1式
砂防堰堤老朽化対策予備設計　1式

福井県 H24

福井県丹南土木事務
所

総合流域防災工事(地域自主戦略交
付金)　調査設計業務委託

測量業務　1式
調査ボーリング　3本
浸透流解析　1式
堤防強化詳細設計　L=300m

福井県 H24

千葉県県土整備部印
旛土木事務所

活力創出河川整備委託（下手賀川護
岸設計）

護岸詳細設計　1式
地盤解析検討　1式

千葉県 H24

福井県敦賀土木事務
所

（県単）砂防災害防止工事　測量･設
計業務委託

測量業務　1式
護岸詳細設計　L=360m

福井県 H23

福井県丹南土木事務
所

砂防総合流域防災工事（地域自主戦
略交付金）堰堤補強工詳細設計業務
委託

測量業務　1式
調査ボーリング　1本
砂防堰堤補強設計　1基

福井県 H23

堺市役所
狭間川改修詳細設計業務(平成23年
度)

路線測量　1式
調査ボーリング　1本
護岸詳細設計　L=150m

大阪府 H23

東京都建設局南多摩
西部建設事務所

谷地川河川防災工事に伴う設計 護岸詳細設計　L=100m 東京都 H23

国土交通省九頭竜川
ダム統合管理事務所

H23真名川ダム・九頭竜ダム水源地
域ビジョン推進委員会運営業務

委員会運営業務　1式 福井県 H23

千葉県県土整備部成
田土木事務所

県単河川維持委託（竜台川復旧設
計）

護岸詳細設計　L=30ｍ 千葉県 H23

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事(社会資本整備総合交
付金)調査・設計業務委託

調査ボーリング　4本
砂防堰堤詳細設計　1基

福井県 H22

国土交通省福井河川
国道事務所

永平寺大野道路庄林地区他排水設
計業務

樋門詳細設計　1基
箱型函渠詳細設計　1式

福井県 H22

国土交通省九頭竜川
ダム統合管理事務所

H22真名川ダム・九頭竜ダム水源地
域ビジョン推進委員会運営業務

委員会運営業務　1式 福井県 H22

福井県丹南土木事務
所

通常砂防工事　調査設計業務委託
調査ボーリング　1本
砂防堰堤詳細設計　1基

福井県 H22

国土交通省淀川河川
事務所

桂川浅原町地区他護岸詳細設計業
務

測量業務　1式
護岸詳細設計　L=970m

大阪府 H21

福井県奥越土木事務
所

（県単）砂防･地すべり防止施設調査
事業　砂防設備調査業務委託

砂防設備調査　9箇所 福井県 H21

国土交通省福井河川
国道事務所

下野木・三宅地区護岸補修設計業務
測量業務　1式
護岸詳細設計　L=115m

福井県 H20

福井県鯖江土木事務
所

砂防激甚災害対策特別緊急事業(三
ツ俣川）測量・設計業務委託18-1

路線測量　1式
砂防堰堤修正設計　1基
流路工修正設計　1式

福井県 H19

福井県鯖江土木事務
所

通常砂防工事　調査・設計業務委託
調査ボーリング　4本
砂防堰堤詳細設計　1基

福井県 H19

福井県鯖江土木事務
所

総合流域防災事業(砂防基礎調査費
補助)基礎調査業務委託

急傾斜地基礎調査　133箇所
土石流危険渓流基礎調査　16箇所

福井県 H19

福井県鯖江土木事務
所

(県単)河川堤防調査費　測量・調査・
設計業務委託

平板測量　1式
調査ボーリング　3本
浸透流解析　1式
護岸詳細設計　L=200m

福井県 H19

福井県鯖江土木事務
所

総合流域防災工事(洪水流下阻害部
緊急解消)設計業務委託その2

取水施設詳細設計　1式
根固工詳細設計　1式
樋門詳細設計　1基

福井県 H19



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

福井県鯖江市
令和４年度下水道台帳データ更新業
務委託

下水道台帳データ更新業務委託　1
式

福井県 R4

福井県坂井市 三国運動公園雨水管路調査業務
現況雨水路調査業務　1式
流末断面検討業務　1式

福井県 R4

兵庫県伊丹市
鈴原町地区雨水管渠布設工事実施
設計業務委託

管路施設実施設計業務　1式 兵庫県 R4

兵庫県宝塚市
公共下水道管渠修繕工法設計業務
委託

管渠修繕工法1173ｍ
マンホール修繕工法29基

兵庫県 R4

滋賀県長浜市
令和４年度　長下施委第３７号　湖北
東部地域公共下水道接続実施設計
（基本設計）業務委託

管路施設実施設計　1式 滋賀県 R4

奈良県流域下水道セン
ター

佐保川幹線特殊階段人孔（ＭＮｏ．１
４）耐震詳細設計委託（防災・安全交
付金事業）　Ｒ２浄化委第４１号

特殊階段人孔耐震詳細設計　1式 奈良県 R3

福井県吉田郡永平寺
町

下水道管路調査業務 管渠洗浄工　L=2,305m　他 福井県 R3

和歌山県和歌山市
東部第１分区管渠布設替設計業務委
託

管渠詳細設計（汚水）
布設替え工法（開削・内径1,200㎜未
満）　　　Ｌ=700m

和歌山県 R3

東京都清瀬市
東３・４・１７号下清戸線汚水管渠実施
設計委託

汚水管渠布設替え　延長L=880ｍ 東京都 R3

堺市上下水道局
今池処理区ほか下水管布設実施設
計業務（３－２）

管渠実施設計　1式 大阪府 R3

福井県丹南土木事務
所

河川改修工事　設計業務委託２－１
－１１０　２－１－１２４

埋設管詳細設計　1式 福井県 R2

埼玉県草加市
実施設計及び測量作業業務委託（Ｆ
－５２５号水路）

水路詳細設計業務　1式 埼玉県 R2

奈良県流域下水道セン
ター

吉野川幹線管渠内調査委託（防災・
安全交付金事業）　Ｒ２吉野委第７号

管渠内潜行目視調査　L=5,050m 奈良県 R2

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　兵庫川ポ
ンプ場耐水化改築詳細設計業務委託
０２－０５－００１１

耐水化改築詳細設計業務　1式 福井県 R2

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　人孔耐震
化詳細設計業務委託０２－０５－００１
９

人孔耐震化詳細設計業務　1式 福井県 R2

千葉県佐倉市
ＣＢＤ２００８志津１５号幹線改築実施
設計修正業務委託

管路施設実施設計修正（改築推進
工法）　延長350ｍ以上400ｍ未満

千葉県 R2

奈良県橿原市 実施設計業務委託（Ｒ２－１） 開削工法　L=829km 奈良県 R2

大阪府羽曳野市
令和２年度公共下水道管渠実施設計
業務委託（その２）

開削工法　L=374m
推進工法　L=317m

大阪府 R2

大阪府八尾市
令和元年度飛行場南排水区下水道
施設改築実施設計業務

管更生工法　1式
布設替工法　1式

大阪府 R1

東京都住宅政策本部
３１Ａ－１３八幡山三丁目第２下水道
実施設計

汚水管渠布設替設計　1式 東京都 R1

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　竹田川ポ
ンプ場自家発電機室耐水化改築詳細
設計業務委託３１－０５－００３３

施設浸水対策設計（竹田川ポンプ
場）　1式

福井県 R1

埼玉県草加市
実施設計業務委託（古綾瀬川左岸第
１６排水区）

雨水ボックスカルバート設計
L=129m

埼玉県 R1

千葉県市川市
市川第２－１処理分区実施設計業務
委託（３１１７）

汚水管渠実施設計　1式 千葉県 R1

東京都調布市
令元都市計画道路３・４・２８号線下水
道管渠実施設計委託

管渠布設替設計　L=210m 東京都 R1

埼玉県草加市
下水道管渠耐震化詳細設計業務委
託（緊急輸送道路）国道４号線

汚水管渠耐震化設計　L=3,900m 埼玉県 R1

兵庫県伊丹市
梅ノ木地区外雨水管渠実施設計業務
委託

雨水管渠実施設計　1式 兵庫県 R1

奈良県流域下水道セン
ター

Ｒ１浄化委第１５号　天理北幹線管渠
内調査委託（防災・安全交付金事業）

管渠内調査及びマンホール調査
L=4,219m

奈良県 R1

設計部門（下水道及び上水道）



奈良県流域下水道セン
ター

Ｈ３０浄化委第３６号他１　南奈良幹
線他特殊階段人孔耐震詳細設計委
託（防災・安全交付金事業）

特殊階段人孔耐震化詳細設計　1式 奈良県 R1

奈良県流域下水道セン
ター

Ｈ３０浄化委第３３号　富雄川幹線特
殊階段人孔耐震詳細設計委託（その
２）（防災・安全交付金事業）

特殊階段人孔耐震化詳細設計　1式 奈良県 R1

神奈川県座間市
平成３１年度　栗原地内雨水ポンプ施
設実施設計業務委託

雨水排水施設実施設計　1式
（対象面積：4.2ha）

神奈川県 R1

東京都清瀬市
市道１１０１号線雨水管改修設計業務
委託

テレビカメラ調査　1式
地質調査3箇所、試掘調査2箇所
雨水管渠布設替設計　L=86m

東京都 H30

埼玉県草加市
修正設計業務委託（排水路整備工事
（Ｄ－１４３号水路））

雨水ボックスカルバート修正設計
L=120m

埼玉県 H30

兵庫県神戸市 布引公園トイレ設置検討業務
現地調査及び簡易測量　1式
トイレ建屋設計　1式
汚水管渠実施設計　1式

兵庫県 H30

兵庫県明石市
和坂３丁目ほか雨水・汚水管渠改築
実施設計委託

雨水管渠実施設計　L=282m
汚水管渠実施設計　L=287m

兵庫県 H30

奈良県橿原市 排水路改善工事に伴う設計業務委託
浸水対策基本計画　1式
雨水管渠実施設計　1式

奈良県 H30

大阪府門真市
平成３０年度公共下水道実施設計業
務（９）

汚水管渠実施設計　1式 大阪府 H30

奈良県生駒市
生駒市流域関連公共下水道壱分町３
３８―１号線工事に伴う測量設計土質
調査業務

測量及び土質調査　1式
開削工法　1式
推進工法　1式

奈良県 H30

東京都下水道局
中部下水道事務所

千代田区神田駿河台一、二丁目付近
管路耐震化実施設計

既設汚水管耐震化設計　L=3,100m
人孔浮上対策設計　1式

東京都 H30

千葉県佐倉市
小沼仮設ポンプ増設実施設計業務委
託

ポンプ増設設計　1式 千葉県 H30

千葉県市原市
小勝山地区実施設計（基本設計）業
務委託

基本設計　1式 千葉県 H30

埼玉県草加市
基本設計及び測量作業業務（古綾瀬
川左岸第16排水区）

路線測量　1式
用地測量　1式
雨水排水（プレキャストボックス）基
本設計　L=210m

埼玉県 H30

東京都清瀬市
東３・４・１５の2号線汚水管渠実施設
計委託

開削工法　L=3,200m 東京都 H30

神奈川県川崎市
平成30年度　多摩区下水枝線実施設
計委託第1号

下水管渠実施設計　1式 神奈川県 H30

東京都下水道局中部
下水道事務所

港区港南五丁目付近管路耐震化実
施設計

流域踏査　A=46ｈａ
提案系統調査路線　L=4,000m

東京都 H30

埼玉県草加市 実施設計業務委託（Ａ－０８号水路） 排水路設計 　1式 埼玉県 H30

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　水処理施
設（第６系）耐震診断業務委託３０―０
５―００１４

耐震性能評価　1式 福井県 H30

大阪市建設局
北部方面管理事務所管内下水管渠
設計業務委託（２９―１）

下水管渠実施設計　1式 大阪府 H29

東京都下水道局東部
第二下水道事務所

足立区皿沼三丁目、東綾瀬一丁目付
近管渠改良実施設計

管渠改良実施設計　1式 東京都 H29

東京都下水道局西部
第二下水道事務所

北区王子一丁目、豊島二丁目付近再
構築実施設計

流域踏査　A=11.34ha
提案系統調査路線　L=2,200ｍ

東京都 H29

奈良県生駒市
生駒市流域関連公共下水道中菜畑２
２０号線工事に伴う測量設計土質調
査業務

汚水管渠実施設計　1式 奈良県 H29

埼玉県草加市 実施設計業務委託（Ｂ－１７８号水路） 雨水管φ600mmHP　L=400m 埼玉県 H29

東京都八王子市
八王子市公共下水道（南多摩処理
区）総合地震対策管きょ耐震化詳細
設計委託（その２）

耐震診断　1式 東京都 H29

兵庫県川西市
道新委第２９０６号　錦松台地内市道
化に伴う設計等業務委託

雨水管渠設計　1式 兵庫県 H29

千葉県佐倉市
表町区民センター前排水ポンプ場移
設実施設計業務委託

雨水管渠設計　1式 千葉県 H29

埼玉県草加市
実施設計業務委託（Ｂ－１７８号水路）
その２

仕上り水路断面　幅1.3～1.5m、高
0.7m　1式

埼玉県 H29



大阪府門真市上下水
道事業管理者

平成２９年度公共下水道実施設計業
務（１１）

下水道管渠耐震設計　1式 大阪府 H29

埼玉県草加市
修正設計業務委託（排水路整備工事
（Ｆ－５１５号水路））

排水路設計 　1式 埼玉県 H29

埼玉県草加市
実施設計業務委託（古綾瀬川左岸第
１６排水区）

雨水枝線ルートの詳細設計
L=128m

埼玉県 H29

奈良県流域下水道セン
ター

Ｈ２９第二委第２０号　葛城川幹線管
渠内調査委託（社会資本整備総合交
付金事業）

L=1,828m区間の管渠内調査 奈良県 H29

堺市上下水道局
今池処理区外下水管布設実施設計
業務（２７－２１）

路線延長　L=380m、6工区 大阪府 H28

埼玉県草加市
実施設計業務委託（排水路整備工事
（Ａ－１９２－１号水路））

ボックスカルバート（函渠） 　1式 埼玉県 H28

埼玉県草加市
公共下水道管渠実施設計業務委託 汚水管φ200mm　開削工法

L=3,372m
推進工法　L=162m

埼玉県 H28

千葉県佐倉市
ＣＢＤ８０３志津１号枝線実施設計業
務委託

汚水枝線管渠φ200mm　1式 千葉県 H28

東京都下水道局西部
第二下水道事務所

板橋区高島平六丁目付近管路耐震
化実施設計及び管渠改良実施設計

耐震化対策　1式 東京都 H28

東京都下水道局東部
第二下水道事務所

江戸川区平井五、六丁目付近再構築
実施設計

下水道再構築実施設計　1式 東京都 H28

東京都下水道局中部
下水道事務所

中央区八丁堀三丁目、築地三丁目付
近管路耐震化実施設計

非開削耐震化工法　1式 東京都 H28

奈良県生駒市
生駒市流域関連公共下水道松美台４
７２号線工事に伴う測量設計業務

汚水管開削工法 　1式 奈良県 H28

奈良県御所市 公共下水道実施設計業務委託 汚水管渠実施設計　1式 奈良県 H28
大阪府枚方市上下水
道局

公共下水道磯島北町地区汚水管実
施設計委託

汚水管渠実施設計　1式 大阪府 H28

千葉県成田市
管更生工事実施設計委託（成田
ニュータウン地区）

管渠改築及びマンホール改築　14基 千葉県 H28

千葉県印旛郡酒々井
町

馬橋地区実施設計委託（７）
汚水枝線管渠φ200mm　1式 千葉県 H28

大阪府門真市
平成２８年度公共下水道実施設計業
務委託（９）

汚水管渠実施設計　1式 大阪府 H28

千葉県成田市
本三里塚雨水４号支線実施設計委託
（西三里塚）

雨水管φ800mmHP、L=107m 千葉県 H28

奈良県御所市 公共下水道実施設計業務委託 下水道管渠設計 　1式 奈良県 H28

千葉県我孫子市
公下管実施設計（２８－３・つくし野４
丁目）業務委託

汚水管φ200mmVU　1式 千葉県 H28

福井県奥越土木事務
所

広域河川改修工事（社会資本整備総
合交付金）（広域連携）設計業務委託

管径φ200mm　L=200m 福井県 H28

福井県鯖江市
日之出舟津雨水幹線詳細設計業務
委託

汚水管移設設計　1式 福井県 H28

東京都下水道局東部
第二下水道事務所

江戸川区西葛西三、四丁目付近管路
耐震化実施設計

既設下水管耐震化　1式 東京都 H27

東京都下水道局中部
下水道事務所

国道２４６号ほか３路線道路整備事業
に伴う渋谷区道玄坂一丁目、中央区
日本橋室町三丁目付近改良実施設
計

流域調査　A=2.5ha
提案系統調査路線　L=400m
特殊人孔　2箇所

東京都 H27

東京都下水道局中部
下水道事務所

中央区日本橋堀留町一丁目、日本橋
本町四丁目付近管路耐震化実施設
計

既設下水管耐震化　1式 東京都 H27

千葉県佐倉市
ＣＢＤ７０１志津１号枝線実施設計業
務委託

汚水枝線管渠　φ75mm、200mm　1
式

千葉県 H27

大阪府八尾市
平成２７年度南高安排水区実施設計
業務その３０

開削工法（1,200mm未満）　L=168m
推進工法（小口径）　L=7m

大阪府 H27

東京都下水道局東部
第二下水道事務所

江戸川区松江七丁目、西一之江三丁
目付近管渠改良実施設計

管渠改良設計　1式 東京都 H27

埼玉県草加市
実施設計業務委託（公共雨水管渠築
造工事（伝右川左岸第７排水区枝
線））

雨水管渠整備　1式 埼玉県 H27

千葉県八街市 公共下水道実施設計業務（２７－２） 管渠φ200mm　1式 千葉県 H27



東京都下水道局東部
第二下水道事務所

葛飾区堀切二丁目、青戸八丁目付近
既設人孔浮上抑制対策実施設計

提案路線延長　14.7ｋm
既設人孔調査　514箇所
人孔浮上抑制検討　154箇所

東京都 H26

埼玉県草加市
旧赤堀用水沿道水路実施設計業務
委託

管渠実施設計　開削工　L=290m
道路実施設計（詳細）　　L=290m
路線測量　　　　　　　　 　L=290m

埼玉県 H26

千葉県佐倉市
ＣＢＤ６１６佐倉北７号枝線実施設計
業務委託

開削工法　L=1,350m
管渠施設耐震設計　L=1,350m
機械ボーリング　L=20ｍ×2箇所

千葉県 Ｈ26

千葉県佐倉市
ＰＢＤ６０９新臼井田地先下水道管渠
改修実施設計業務委託

下水道管路施設改築 ・
修繕実施設計　L=835.6m
機械ボーリング　L=20ｍ×2箇所

千葉県 H26

公益財団法人　東京都
都市づくり公社

町田市野津田町その６基本設計作業 汚水基本設計　1.3ｈａ 東京都 H26

福井県福井土木事務
所

交通安全施設等整備工事（防災・安
全交付金）　設計業務委託

簡易パーキングエリア
電気・上下水道設備詳細設計　1式

福井県 Ｈ26

千葉県印旛郡酒々井
町

馬橋地区実施設計委託（６） 汚水枝線管渠設計　L=930m 千葉県 H26

埼玉県草加市
排水路整備工事（Ａ－１８６号水路）に
伴う実施設計業務委託

道水路設計　1式
歩道詳細設計　L=170m
路線測量　　　　L=170m

埼玉県 H26

東京都下水道局東部
第一下水道事務所

墨田区江東橋四丁目、江東区新木場
一丁目付近管路耐震化実施設計

既設人孔　1式
人孔浮上抑制検討　1式

東京都 H25

福井県鯖江市
御幸神中一号雨水幹線詳細設計業
務委託（第12199号）

開削工法　L=190m
推進工法　L=75m
特殊マンホール　Ｎ＝2基

福井県 H25

東京都都市づくり公社
清瀬市公共下水道柳瀬川右岸５号雨
水幹線詳細設計作業その2

推進工法（中大口径）　L=490m
特殊マンホール　3箇所

東京都 H25

東京都都市づくり公社
町田市野津田町汚水枝線詳細設計
作業

開削工法　L=0.127km
推進工法　L=0.127km

東京都 H25

福井県三国土木事務
所

（県単）九頭竜川流域下水道事業　下
水道台帳補正業務委託

下水道台帳作成　1式 福井県 H25

西東京市役所
西東京都市計画道路3・4・15号線築
造に伴う汚水枝管埋設実施設計委託

開削工法　L=250m 東京都 H24

東京都下水道局西部
第二下水道事務所

板橋区高島平二丁目、北区洞ヶ丘一
丁目付近既設人孔取付部耐震化対
策実施設計

新規14施設　L=15.9ｋm 東京都 H24

東京都下水道局中部
下水道事務所

千代田区大手町一丁目、渋谷区本町
四丁目付近既設人孔取付部浮上抑
制対策実施設計

人孔浮上抑制対策　75箇所
L=7.2ｋm

東京都 H24

東京都新都市建設公
社

日野市西平山地区基本設計見直し作
業

基本設計見直し　A=91.4ｈａ 東京都 H24

東京都下水道局南部
下水道事務所

大田区城南島一、二丁目付近既設人
孔取付部耐震化対策実施設計

新規　１施設　　L=13.0ｋm 東京都 H24

我孫子市役所
公下管実施設計(24-1・中峠台）業務
委託

開削工法　L=3,195m
推進工法　L=100m

千葉県 H24

千葉県我孫子市
日野市西平山地区基本設計見直し作
業

推進工法　1式 千葉県 H24

東京都下水道局南部
下水道事務所

大田区城南島一、二丁目付近既設人
孔取付部耐震化対策実施設計

管渠詳細設計　800mm　1式 東京都 H24

鯖江市役所
別所地区汚水支線実施設計業務委
託

開削工法　L=2,400m 福井県 H23

東京都下水道局北部
下水道事務所

豊島区南池袋四丁目、文京区本駒込
六丁目付近既設人孔取付部耐震化
対策実施設計

30避難所
L=10.6ｋm

東京都 H23

東京都下水道局東部
第ニ下水道事務所

葛飾区水元五丁目、新小岩三丁目付
近既設人孔取付部耐震化対策実施
設計

新規19施設調査 東京都 H23

東京都下水道局西部
第ニ下水道事務所

練馬区大泉学園町九丁目、光が丘二
丁目付近既設人孔取付部耐震化対
策実施設計

新規30施設調査 東京都 H23

立川市役所
立川市下水道管路施設耐震化実施
設計委託

耐震化設計　42箇所 東京都 H23



立川市役所
立川市公共下水道事業南部砂川第2
幹線築造実施設計委託

推進工法（中大口径）　L=575m
開削工法（1200mm以上）　L=53m
特殊マンホール　3箇所

東京都 H22

鯖江市役所
松成地区汚水支線実施設計業務委
託

開削工法　L=2,263m
土質調査　4箇所

福井県 H21

鯖江市役所 日之出雨水幹線詳細設計業務委託 開削工法　L=920m 福井県 H21



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

奈良県北部農林振興
事務所

令和４年度　県営ほ場整備事業　北
村地区　計画変更業務委託　第Ｒ４Ａ
１委４号

事業計画書等作成  1式 奈良県 R4

福井県丹南農林総合
事務所

令和4年度　基幹水利施設ストックマ
ネジメント事業　甑谷地区業務委託第
1号

排水施設整備設計　1式
施設調査　機場建屋　1式

福井県 R4

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

泉州地区ため池計画設計（４）業務 余水吐改修計画設計　３池 大阪府 R4

大阪府北部農と緑の総
合事務所

五領揚水機場長寿命化計画作成（４）
業務

長寿命化計画作成業務　一式 大阪府 R4

大阪府中部農と緑の総
合事務所

玉串川２期実施設計（４）業務 水路実施設計　　一式 大阪府 R4

福井県丹南農林総合
事務所

 令和３年度　農村地域防災減災事業
福井第２-１地区（丹南地区）業務委
託第５号

ため池地震・豪雨耐性評価  5箇所
機械ボーリング　　　15本
土質試験　　　　　　1 式

福井県 R3

福井県丹南農林総合
事務所

 令和3年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）　南越前東部地区業務委
託第2号

水管橋詳細設計　1式 福井県 R3

奈良県中部農林振興
事務所

農業水利施設整備・診断事業　倉橋
地区　機能保全計画策定その2業務
委託

機能保全計画策定　1式 奈良県 R3

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

大野池緊急放流工補足設計（３）業務 ため池緊急放流工補足設計　1式 大阪府 R3

大阪府北部農と緑の総
合事務所

大宮寺池実施設計（３）業務（その２） ため池改修実施設計　1式 大阪府 R3

大阪府環境農林水産
部

泉北地区ため池豪雨耐性評価（３）業
務

豪雨耐性評価　1式 大阪府 R3

福井県丹南農林総合
事務所

令和２年度　農村地域防災減災事業
福井第２地区（丹南地区）業務委託第
１１号

ため池耐震性検討　4箇所
ため池対策工法の検討　4箇所
機械ボーリング　12本

福井県 R2

福井県丹南農林総合
事務所

令和２年度　農村地域防災減災事業
福井第２地区（丹南地区）業務委託第
１０号

ため池対策工法の検討　3箇所 福井県 R2

福井県丹南農林総合
事務所

令和２年度　農村地域防災減災事業
福井第２地区（丹南地区）業務委託第
７号

ため池対策工法の検討　4箇所 福井県 R2

大阪府中部農と緑の総
合事務所

拾六個地区機能保全計画策定（２－
２）業務

機能診断線的構造物
開水路　L=0.12km

大阪府 R2

大阪府中部農と緑の総
合事務所

拾六個地区機能保全計画策定（２）業
務

近接目視      A=5,244㎡
鋼矢板厚さ測定   L=1.7㎞

大阪府 R2

福井県丹南農林総合
事務所

令和元年度　農業水利施設保全対策
事業　福井１２期地区（丹南地区）業
務委託第２号

機能保全計画作成・機能診断調査
揚水機場　2施設

福井県 R2

大阪府南河内農と緑の
総合事務所

広域農道岩湧地区２詳細設計業務 農道修正設計　Ｌ＝300ｍ 大阪府 R2

奈良県中部農林振興
事務所

県営ほ場整備事業　百済川向地区
基本設計業務委託

ほ場整備　Ａ＝20.5ｈａ 奈良県 R2

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

日根野地区ほ場整備基本構想図作
成（３１）業務

ほ場整備　Ａ＝18ｈａ 大阪府 R1

奈良県中部農林振興
事務所

令和元年度　水田貯留促進事業　南
郷地区　水田貯留測量設計業務委託

水田貯留設計業務　A=1.67ha 奈良県 R1

奈良県北部農林振興
事務所

令和元年度基幹水利施設ストックマ
ネジメント事業白川地区付帯施設更
新設計業務その２

付帯施設更新　1式 奈良県 R1

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

三念寺池実施設計（３１）業務 ため池改修実施設計　1箇所 大阪府 R1

設計部門（農業土木）



福井県福井農林総合
事務所

平成３０年度　中山間地域総合整備
事業（一般型）　永平寺地区業務委託
第９号

用水路（開水路）実施設計　1式
排水路実施設計　1式

福井県 H30

奈良県東部農林振興
事務所

県営農地環境整備事業　曽爾地区
区画整理工基本設計業務委託

基本設計　ほ場整備　1式 奈良県 H30

大阪府北部農と緑の総
合事務所

三島江柱本水路実施設計（３０）業務
水路工実施設計 一式  L＝１，４２８
ｍ（用排水兼用水路）

大阪府 H30

福井県丹南農林総合
事務所

農業水利施設保全対策事業　福井１
０期地区（丹南地区）業務委託第３号

農業用ダム機能診断調査　1式
農業用ダム機能保全計画策定　1式

福井県 H30

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

大池用水施設設計（30）業務
ため池取水工　1箇所
管渠工設計　1式

大阪府 H30

福井県嶺南振興局
平成２９年度　農業用河川工作物応
急対策事業　野木地区　委託第１号
野木地区

頭首工（取水施設等）撤去詳細設計
1箇所

福井県 H29

和歌山県日高振興局
平成２９年度　水合理　第１１号-１ 川
辺町周辺地区揚水機場更新事業計
画書作成業務

揚水機場の更新にかかる事業計画
書作成 1式

和歌山県 H29

和歌山県日高振興局
平成２９年度　県推　第３号-１ 久志・
中志賀地区事業計画書作成業務

事業計画書作成　１式 和歌山県 H29

福井県丹南農林総合
事務所

平成29年度　農業水利施設保全対策
事業　福井９期地区（丹南地区）業務
委託第１号

機能診断調査　頭首工　2箇所
機能保全計画策定 頭首工　2箇所

福井県 H29

福井県越前町
平成２９年度農業基盤整備促進事業
設計業務委託

農道工　実施設計　1.0式（L=1.2㎞）
農道工　積算参考資料作成　1.0式
（N=5.0工事）
水路工　実施設計　1.0式（L=0.5㎞）
水路工　積算参考資料作成（N=4.0
工事）

福井県 H29

福井県丹南農林総合
事務所

平成29年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）　南越前東部地区業務委
託第3号

4級基準点測量　1式
路線測量　1式
現地測量　1式
排水路実施設計　1式

福井県 H29

福井県丹南農林総合
事務所

平成29年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）　南越前東部地区業務委
託第5号

4級基準点測量　1式
路線測量　1式
現地測量　1式
排水路実施設計　1式

福井県 H29

大阪府北部農と緑の総
合事務所

東部排水路地区変更事業計画作成
（２９）業務

変更事業計画書作成　一式
（排水路工 L=3,300m）

大阪府 H29

奈良県中和土木事務
所

19-a7-委-11 一般国道１６９号　高取
バイパス　建設残土処分地整備設計
委託（社会資本（道路改良））

建設残土処分地整備設計 1式 奈良県 H29

大阪府中部農と緑の総
合事務所

武生田池基本設計（２９）業務
ため池基本設計　1式
（堤長Ｌ＝43ｍ、堤高Ｈ＝5.5ｍ）

大阪府 H29

大阪府交野市 松宝寺池測量・調査・設計業務委託
路線測量　1式
実施設計 ため池改修　1池

大阪府 H29

大阪府交野市 森新池造成測量調査設計業務委託
測量業務　1式
地質調査業務　1式
造成設計業務　1式

大阪府 H29

大阪府泉州農と緑の総
合事務所

岸和田土生地区ため池基本設計（２
８）業務

ため池改修基本設計　1式 （2箇所） 大阪府 Ｈ28

大阪府中部農と緑の総
合事務所

玉串川水路実施設計（２８）業務 水路実施設計　L=730m 大阪府 Ｈ28

福井県丹南農林総合
事務所

平成２８年度　農業水利施設保全対
策事業　福井８期地区（丹南地区）業
務委託第３号

排水路（開水路）　L=13.4km（29施
設）

福井県 Ｈ28

奈良県北部農林振興
事務所

Ｈ２８委第１１号　平成２８年度　ため
池多面的活用促進事業　いかるが溜
池地区　設計業務委託

いかるが溜池実施設計　1池 奈良県 Ｈ28

福井県奥越農林総合
事務所

平成28年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）業務委託第１５号　勝山
地区

実施設計　用水路　L=1,590
実施設計　排水路　L=500m
実施設計　農道  L=300m

福井県 Ｈ28

福井県福井土木事務
所

広域河川改修工事（防災・安全交付
金）　設計業務委託28-2　一級河川
江端川

揚水機場概略設計 1 式 福井県 Ｈ28



奈良県中和土木
一般国道１６９号　高取バイパス　建
設残土処分地整備設計委託（社会資
本（道路改良））第19－A7－委－36号

建設残土処分地整備設計　1式 奈良県 Ｈ27

福井県丹南農林総合
事務所

平成25年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）　河和田地区業務委託第
4号

完成図書作成　1式
土地改良財産管理台帳作成　1式

福井県 H26

埼玉県草加市
排水路整備工事（Ｇ－１２７号水路）に
伴う実施設計業務委託

水路工設計　L=200m
サウンディングﾞ　3箇所

埼玉県 Ｈ26

福井県丹南農林総合
事務所

平成24年度　中山間地域総合整備事
業（一般型）　河和田地区業務委託第
9号

用水路設計　L=275.25m
排水路設計　L=189.9m
路線測量　1式

福井県 H25

福井県嶺南振興局
平成24年度地すべり対策事業高野3
期地区委託業務第1号

地表地質調査　A=0.58k㎡
事業計画書作成　1式

福井県 H24

大阪府安威川ダム建設
事務所

安威川ダム桑原地区用水施設詳細
設計委託

用水ポンプ場詳細設計　1式 大阪府 H23

福井県丹南農林総合
事務所

平成23年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　業務委託第3
号

路線測量　1式
用水路設計　L=921m
排水路設計　L=1,015m

福井県 H23

福井県丹南農林総合
事務所

平成23年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　業務委託第5
号

路線測量　1式
用水路設計　L=884m
排水路設計　L=735m

福井県 H23

福井県丹南農林総合
事務所

平成23年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　業務委託第7
号

路線測量　1式
用水路設計　L=478m
排水路設計　L=251m

福井県 H23

吉川市役所
三輪野江地内水路測量設計業務委
託（H21繰越)

路線測量　1式
用水路設計　L=200m

埼玉県 H22

吉川市役所
平方新田・三輪野江地内水路測量設
計業務委託

測量業務(用地測量含む)　1式
水路(管渠)設計　L=250m

埼玉県 H21

越谷市役所 新川用水整備に伴う設計業務委託
用水路護岸詳細設計　2箇所
景観検討　1式

埼玉県 H21

福井県丹南農林総合
事務所

小規模農業水利施設現況調査業務 管内施設状況調査　1式 福井県 H21

福井県丹南農林総合
事務所

平成21年度中山間地域総合整備事
業(一般型)池田郷地区　委託第4号

排水路設計　L=1,780m 福井県 H21

福井県丹南農林総合
事務所

平成20年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　委託第2号
測量・設計業務

路線測量　1式
排水路設計　L=1,770m

福井県 H20

福井県丹南農林総合
事務所

平成20年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　委託第6号
測量・設計業務

測量業務　1式
ため池詳細設計　1箇所

福井県 H20

福井県丹南農林総合
事務所

平成20年度経営体育成基盤整備事
業(ほ場)北中山北部地区委託第2号
土地改良資産台帳作成業務

資産台帳整理　1式 福井県 H20

福井県南越農林総合
事務所

平成19年度中山間地域総合整備事
業(一般型)池田郷地区　委託第1号
測量・設計業務

測量業務　1式
パイプライン設計　A=25ha

福井県 H19

福井県南越農林総合
事務所

平成19年度中山間地域総合整備事
業(一般型)河和田地区　委託第1号
土質調査・測量・設計業務

平板測量　1式
調査ボーリング　10m
圃場整備設計　A=22.6ha

福井県 H19

福井県福井農林総合
事務所

平成19年度経営体育成基盤整備事
業（ほ場）川西中部2期地区委託第3
号設計業務委託

圃場整備設計　A=199ha
導水路設計　L=700m

福井県 H19

福井県丹南農林総合
事務所

平成19年度中山間地域総合整備事
業（一般型）河和田地区　委託第1号
土質調査・測量・設計業務

パイプライン設計　A=10.1ha
揚水機場設計　1箇所

福井県 H19



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

奈良県吉野土木事務
所

令和４年度　吉野土木管内　トンネル
定期点検委託（その３）（道路メンテナ
ンス事業（国道トンネル点検））

定期点検　3トンネル 奈良県 R4

福井県嶺南振興局敦
賀港湾事務所

港湾維持補修工事点検委託４－４金
ケ崎

定期点検　1トンネル 福井県 R4

福井県丹生郡越前町 令和４年度　米ノ隧道定期点検業務 定期点検　1トンネル 福井県 R4
福井県丹南土木事務
所

トンネル補修工事　設計業務委託４－
１－８６－５７

補修設計   1トンネル 福井県 R4

福井県丹南土木事務
所

トンネル点検４－１－８６ 定期点検   ４トンネル 福井県 R4

福井県奥越土木事務
所

トンネル補修工事　設計業務委託０３
－０１－１２０８

補修詳細設計　1トンネル 福井県 R3

埼玉県秩父県土整備
事務所

災害防除工事（光岩トンネル外定期
点検業務委託）

定期点検　4トンネル　 埼玉県 R3

東京都建設局第二建
設事務所

道路施設整備詳細設計（３二の２）ト
ンネル補修

補修詳細設計　1トンネル 東京都 R3

和歌山県那賀振興局
泉佐野岩出線道路メンテナンス点検
業務

定期点検　2トンネル 和歌山県 R3

神戸市建設局　北建設
事務所

岩山東トンネル補修設計業務 補修設計　1トンネル 兵庫県 R3

福井県三国土木事務
所

トンネル定期点検業務委託０３ー０
２ー２７０１

定期点検  3トンネル 福井県 R3

奈良県吉野土木事務
所

吉野室生寺針線　小名トンネル補修
設計業務委託（防災・安全交付金事
業（地方道トンネル補修・国補正））
第繰４－２８－６－補－委１号

補修設計　1トンネル 奈良県 R2

福井県丹南土木事務
所

トンネル補修工事　設計業務委託２－
１－８６

補修詳細設計　1トンネル 福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

トンネル点検２－３－４５ 定期点検　4トンネル 福井県 R2

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

トンネル補修工事　設計業務委託３１
－３５－１１

補修設計　1トンネル 福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

トンネル点検２－１－４５ 定期点検　3トンネル 福井県 R2

和歌山県日高振興局
令和１年度　道保交金　第９０３－４１
号－４　国道４２４号（新穂手見トンネ
ル外）交付金道路保全点検業務

定期点検　2トンネル 和歌山県 R2

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

トンネル補修工事　設計業務委託福
谷１補－１

補修補強設計　1トンネル 福井県 R2

奈良県吉野土木事務
所

第４－１６９－６－委２号　一般国道１
６９号　伯母谷トンネル　補修詳細設
計業務委託（防災・安全交付金事業
（国道トンネル補修））

補修詳細設計　1トンネル 奈良県 R1

奈良県吉野土木事務
所

第４－１６９－６－委３号　一般国道１
６９号　柏木トンネル　補修詳細設計
業務委託（防災・安全交付金事業（国
道トンネル補修））

補修詳細設計　1トンネル 奈良県 R1

奈良県五條土木事務
所

４－１６８－７－委７　一般国道１６８号
小代下トンネル補修設計委託（防災・
安全交付金事業（国道トンネル補
修））

補修詳細設計　1トンネル 奈良県 R1

川崎市港湾局
川崎港海底トンネル維持管理定期点
検業務委託

定期点検　1トンネル 神奈川県 R1

福井県丹南土木事務
所

トンネル補修工事　設計業務委託３１
－２

補修詳細設計　1トンネル 福井県 R1

設計部門（トンネル）



福井県福井土木事務
所

トンネル補修工事　トンネル定期点検
業務委託３１－０２－３５＿０２

定期点検　1トンネル 福井県 R1

福井県丹南土木事務
所

（県単）道路防災対策工事　トンネル
点検業務委託３１－１

定期点検　3トンネル 福井県 R1

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

トンネル補修工事　設計業務委託名
田庄納田終１－１

維持補修計画　1トンネル 福井県 R1

福井県丹南土木事務
所

トンネル照明ＬＥＤ化工事（補正予算）
設計業務委託３０‐４

照明施設詳細設計　1トンネル 福井県 H30

千葉県市原市 トンネル修繕計画策定業務委託 補修計画　29トンネル 千葉県 H30

千葉市建設局
道路トンネル等点検業務委託（花見
川区・稲毛区・若葉区）（３０‐３）

定期点検　14トンネル 福井県 H30

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

トンネル補修工事　設計業務委託名
田庄納田終３０－２

補修補強設計　1トンネル 福井県 H30

福井県奥越土木事務
所

トンネル補修工事　設計業務委託３０
－０１－１２０１

補修設計・点検  　2トンネル 福井県 H30

福井県奥越土木事務
所

トンネル補修工事　トンネル定期点検
業務委託３０－０１－１２０４

定期点検　2トンネル 福井県 H30

福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

トンネル補修工事　トンネル点検業務
委託福谷３０－１

定期点検　2トンネル 福井県 H30

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

トンネル補修工事（防災・安全交付
金）設計業務委託３０－２

補修詳細設計　1トンネル 福井県 H30

福井県嶺南振興局敦
賀土木事務所

トンネル補修工事（防災・安全交付
金）設計業務委託３０－１

補修詳細設計　1トンネル 福井県 H30

福井県福井土木事務
所

トンネル補修工事　トンネル定期点検
業務委託３０－０５－３５＿０１

定期点検　3トンネル 福井県 H30

千葉県市原市 トンネル点検業務委託 定期点検　1トンネル 千葉県 H30
埼玉県秩父市 トンネル点検業務委託 定期点検　4トンネル 埼玉県 H30
福井県嶺南振興局小
浜土木事務所

（県単）道路防災対策工事　トンネル
点検業務委託阿納他２９－１

定期点検　3トンネル 福井県 H29

福井県丹南土木事務
所

トンネル補修工事（防災・安全交付
金）　設計業務委託２９－１

補修詳細設計　1トンネル 福井県 H29

福井県嶺南振興局　敦
賀港湾事務所

（県単）港湾管理工事に伴う調査業務
委託その２

定期点検　1トンネル 福井県 H29

福井県丹生郡越前町 平成２９年度　米ノ隧道定期点検業務 定期点検　1トンネル 福井県 H29
福井県奥越土木事務
所

トンネル附属物点検事業（国道）トン
ネル附属物点検業務委託

附属物点検　　16トンネル
点検　1トンネル

福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

トンネル附属物点検工事（国道）調査
業務委託２４－１

附属物点検　　10トンネル 福井県 H25

福井県丹南土木事務
所

トンネル附属物点検工事（地方道）調
査業務委託２４－１

附属物点検　　5トンネル 福井県 H25

千葉県県土整備部君
津土木事務所

道路維持（交付金・定期点検）委託（ト
ンネル点検その２）

定期点検　1トンネル 千葉県 H25



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備工事管理業
務委託

史跡兜山環境整備工事管理業務
（対象面積　7,375 m2）

福井県 R4

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備工事管理業
務委託

史跡兜山環境整備工事管理業務
（対象面積　7,375 m2）

福井県 R3

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備工事（その２）
監理業務委託

古墳環境整備工事監理業務　7,375
m2

福井県 R2

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備追加設計業
務委託

古墳環境整備追加実施設計　7,375
m2

福井県 R2

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備工事（その１）
監理業務委託

古墳環境整備工事監理業務　7,375
m2

福井県 R2

大阪府交野市 今池造成工事実施設計委託 造成工事実施設計　10,000 m2 福井県 R1

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備実施設計策
定業務委託

古墳環境整備実施設計　7,375 m2 福井県 R1

大阪府交野市 森新池整備に伴う工事監理業務委託 造成工事現場技術業務　１式 福井県 R1

大阪府交野市
森新池及び今池整備に伴う工事監理
業務委託

造成工事現場技術業務　１式 福井県 H30

大阪府交野市
森新池及び今池整備に伴う開発申請
等業務委託

開発申請等業務　1式 福井県 H30

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備基本設計策
定業務委託

古墳環境整備基本設計策定業務
7,375 m2

福井県 H30

福井県鯖江市
史跡兜山古墳環境整備基本計画策
定業務委託

古墳環境整備基本計画策定業務
7,375 m2

福井県 H29

設計部門（都市計画）



※平成19年度以降、主な実績のみ抽出
発注者 業務名 業務概要 業務場所 年度

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託4-1

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託4-2

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託4-3

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託補3-10

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託補3-13

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託補3-14

河川環境調査　1式 福井県 R4

福井県丹南土木事務
所

河川維持修繕工事　調査設計業務委
託４－２－１１８

河床環境再生詳細設計　1 式 福井県 R4

民間
鯖江市環境基本計画改定版（2022年
3月）作成業務委託

鯖江市環境まちづくり委員会
その他会議の事務局支援

福井県 R3

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託3-8

河川環境調査　1式 福井県 R3

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託3-9

河川環境調査　1式 福井県 R3

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託3-10

河川環境調査　1式 福井県 R3

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託3-11

河川環境調査　1式 福井県 R3

民間 鹿蒜川生態調査 魚類調査　1式 福井県 R3

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託2-12

河川環境調査　1式 福井県 R2

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託2-11

河川環境調査　1式 福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

河川維持修繕工事　調査業務委託２
－２－１１８

現地遡上調査・とりまとめ　１式 福井県 R2

民間 奥野々川生態調査 魚類・底性動物調査　1式 福井県 R2

民間
北陸新幹線、新北陸トンネル（大桐）
鹿蒜川生態調査

魚類調査　1式 福井県 R2

民間
大阪支店京滋営業所鯖江高架橋作
業所

鞍谷川生態調査　1式 福井県 R2

福井県丹南土木事務
所

河川維持修繕工事　調査業務委託２
－１－１１８

現地遡上調査　1式 福井県 R2

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託2-10

河川環境調査　1式 福井県 R2

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託2-9

河川環境調査　1式 福井県 R2

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　河川環境調
査業務委託2-6

河川環境調査　1式 福井県 R2

民間
北陸新幹線、越前中平吹高架橋工事
に係わる「日野川橋りょう付近におけ
る環境調査業務」

環境調査　1式 福井県 R2

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　環境（猛禽
類）調査業務委託２－２

環境（猛禽類）調査　1式 福井県 R2

民間 日野川橋梁環境調査 日野川環境調査（春・夏・秋）　1式 福井県 R1

民間
トンネル工事　調査・設計・測量（鹿蒜
川生態調査）

魚類生態調査　1式 福井県 R1

民間 北陸新幹線、鯖江橋立高架橋 魚介類調査　1式 福井県 R1
民間 奥野々川生態調査 魚介類調査　1式 福井県 R1
民間 日野川橋梁環境調査 日野川環境調査（春・夏・秋）　1式 福井県 R1

設計部門（建設環境）



福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　環境（両生
類・植生）調査業務委託３１－３

環境（両生類・植生）調査　1式 福井県 R1

福井県吉野瀬川ダム建
設事務所

吉野瀬川ダム建設工事　環境（猛禽
類）調査業務委託３０－２

猛禽類調査　1式 福井県 H30

福井県嶺南振興局河
内川ダム建設事務所

河内川ダム建設工事　希少植物調査
業務委託

希少植物調査　1式 福井県 H30

福井県嶺南振興局河
内川ダム建設事務所

河内川ダム建設工事（社会特会）　湛
水区域内立木調査業務委託

植生図作成調査（A=0.37k㎡）　1回
群落組成調査（10コドラート）　1回
植物相調査（A=0.37k㎡）　1回

福井県 H26

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　九頭竜川
浄化センター風況調査業務委託その
２

風況観測　1式 福井県 H24

福井県嶺南振興局
平成２３年度　農業用河川工作物応
急対策事業　広岡地区委託第１号

魚介類調査　1式
植物調査　1式
生息環境調査　1式

福井県 H23

福井県三国土木事務
所

九頭竜川流域下水道事業　九頭竜川
浄化センター風況調査業務委託

風況観測　1式 福井県 H23


