
近年の業務実績　＜環境調査・環境配慮＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 伊根町 京都府
27農業第１号　平成27年度
伊根町田園環境整備マスタープラン作成業務

2015 姉川沿岸土地改良区 滋賀県
平成27年度
姉川沿岸Ⅱ地区事業計画資料（環境調査等）作成業務

2015 八幡市 京都府
平成27年度
川口揚水機場事業計画策定業務及び八幡市農村環境計画策定業務

2015 九州農政局川辺川農業水利事業所 熊本県
平成27年度
川辺川農業水利事業生物春季調査（事業計画変更）業務

2015 九州農政局川辺川農業水利事業所 熊本県
平成27年度
川辺川農業水利事業生物春季調査（廃止処理計画）業務

2015 九州農政局川辺川農業水利事業所 熊本県
平成27年度
川辺川農業水利事業環境配慮計画補足とりまとめ業務

2015 九州農政局川辺川農業水利事業所 熊本県
平成27年度
川辺川農業水利事業生物調査秋期調査業務

2015
九州農政局肝属中部農業水利事業
所

鹿児島県
平成27年度
肝属中部（一期）農業水利事業肝属中部地区環境調査その他業務

2015 九州農政局有明海岸保全事業所 福岡県
平成27年度
有明海東部海岸保全事業干潟排水対策施設調査検討業務

2015
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所

熊本県 平成27年度地区調査八代平野地区生物情報等調査業務（夏季）

2015
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所

熊本県
平成27年度
地区調査八代平野地区環境調査及び環境配慮計画（素案）策定業務

2015 九州農政局川辺川農業水利事業所 熊本県
平成27年度
川辺川農業水利事業　環境配慮計画書等とりまとめ補足業務

2015 山口県土地改良事業団体連合会 山口県
農村地域防災減災事業
山口県H27田代尻地区平成27年度事業計画書作成業務（環境）

2015 豊岡市 兵庫県 都第26号　円山川運動公園実施設計業務その2

2014 木津川市 京都府 木津川市田園環境整備マスタープラン策定業務

2014
九州農政局
肝属中部農業水利事業所

鹿児島県
平成26年度肝属中部（一期）農業水利事業
肝属中部地区環境調査業務

2014
近畿農政局
湖東平野農業水利事業所

滋賀県
平成26年度湖東平野農業水利事業
永源寺ダム周辺環境（植物）調査業務

2013
沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

沖縄県 平成25年度　多良間地区環境配慮計画検討業務

2013
沖縄総合事務局
宮古伊良部農業水利事業所

沖縄県
平成25年度宮古伊良部農業水利事業
地下水維持堤他生態系調査業務

2013 埼玉県東松山農林振興センター 埼玉県 25入間川設第１号寺山堰・浅間堰魚類遡上施設実施設計業務委託

2013
九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

宮崎県
平成25年度国営施設機能保全事業
一ツ瀬川地区環境配慮計画作成業務

2013
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

滋賀県
平成２５年度広域農業基盤管理調査
「野洲川地区」環境調査業務

2013 山口県下関農林事務所 山口県
集落基盤整備事業
下関南部地区ため池周辺環境設計業務　八ヶ尻工区

2013
近畿農政局
土地改良技術事務所

京都府 平成25年度土地改良技術　環境配慮型施設技術資料検討業務

2013 播磨町 兵庫県 水田川環境整備設計委託

2012
東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

青森県
平成24年度　国営施設機能保全事業
浅瀬石川・浪岡川地域環境配慮計画（案）策定その他業務
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近年の業務実績　＜環境調査・環境配慮＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2012
九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

宮崎県
平成24年度国営施設機能保全事業
大淀川右岸地区環境配慮計画作成その他業務

2012
九州農政局
肝属中部農業水利事業所

鹿児島県
平成24年度肝属中部(一期・二期)農業水利事業
肝属中部地区環境調査業務

2012
東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

青森県
平成24年度　国営土地改良事業地区調査
十三湖二期地区環境配慮基本方針策定その他業務

2012
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

滋賀県
平成24年度国営土地改良事業地区調査
「湖東平野地区」環境配慮計画検討業務

2012
近畿農政局
土地改良技術事務所

京都府 平成24年度土地改良技術　環境配慮型施設技術資料作成検討業務

2012
東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務
所

三重県 中勢用水地区　生態系調査業務

2012
近畿地方整備局
淀川河川事務所

京都府 宇治川貝類調査他業務

2012 松浦市 長崎県 志佐川流下仔魚調査業務委託

2012
近畿農政局  加古川水系－広域農
業水利施設統合管理事務所

兵庫県
平成24年度加古川水系広域農業水利施設総合管理事業
呑吐ダム水質保全施設検討業務

2011
九州農政局
肝属中部農業水利事業所

鹿児島県
平成23年度農業水利事業肝属中部（一期・二期）農業水利事業
肝属中部地区環境調査業務

2011
関東農政局
西関東土地改良調査管理事務所

静岡県 三方原二期地区　環境配慮計画策定業務

2011
東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

青森県
平成23年度　国営土地改良事業地区調査
十三湖二期地区環境配慮調査その他業務

2011 国際航業(株) 長崎県 平成23年度諫早湾環境影響評価準備書及び評価書作成支援業務

2011
九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

大分県 平成23年度地区調査「駅館川地区」環境配慮計画策定業務

2011
沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

沖縄県 平成23年度　石垣島地区環境配慮計画（案）とりまとめ業務

2011 埼玉県農林部農村整備課 埼玉県 23水辺設第１号菅間堰魚類遡上施設実施設計業務

2011 大阪府鳳土木事務所 大阪府 二級河川　槇尾川上流部流木対策検討業務委託

2011 大阪府安威川ダム建設事務所 大阪府 安威川　ダム水生生物遡上降下対策検討委託（下音羽川合流点）

2010 農林水産省 全国 平成22年度　環境配慮施設の効果的な配置手法検討業務

2010 埼玉県農林部農村整備課 埼玉県 22水辺設第１号農業用取水施設魚類遡上構想設計等業務委託

2010
北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

石川県
広域基盤整備計画調査及び地域整備方向検討調査
手取川二期地区環境配慮調査業務

2010 松浦市 長崎県 志佐川環境調査業務委託

2009
沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

沖縄県 平成21年度石垣島地区生態系・環境配慮調査業務

2009
東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

岩手県
平成21年度　国営土地改良事業地区調査「和賀中央地区」
和賀中央地区環境配慮調査業務

2009
森林総合研究所
安房南部建設事業所

千葉県 21安房　農用道他環境影響評価等業務

2009 長崎県 長崎県 諫早湾干拓ソーラ農耕機開発Ｐ／Ｊに係る基礎地盤検討業務
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近年の業務実績　＜環境調査・環境配慮＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2008 袖ケ浦市 千葉県 武田川下流地区環境情報協議会資料作成委託

2008
森林総合研究所
安房南部建設事業所

千葉県 20安房　環境影響調査業務

2008
北陸農政局
佐渡農業水利事業所

新潟県
佐渡（二期）農業水利事業
金井排水路自然環境調査（その2）業務

2008 愛媛県中予地方局農村整備第二課 愛媛県
農免松2(20委)第102号　松山南部2期地区
トンネル環境調査業務

2008
水資源機構
川上ダム建設所

三重県 平成20年度漁業実態基礎資料集成業務

2007 福岡県朝倉農林事務所 福岡県
県営農村総合整備事業（地域環境整備型）
北野地区調査測量設計業務

2007
近畿農政局
野洲川沿岸農地防災事業所

滋賀県
平成19年度野洲川沿岸(二期)農地防災事業
野洲川沿岸下流域周辺環境調査業務

2007 滋賀県甲賀農業農村振興事務所 滋賀県 平成19年度第11号大原貯水池地区自然環境調査業務

2007
九州農政局
川辺川農業水利事業所

熊本県
平成19年度川辺川農業水利事業
用水施設計画検討（環境）業務

2007
緑資源機構
安房南部建設事業所

千葉県 19安房　農用道他環境影響評価等業務

2007
北陸農政局
佐渡農業水利事業所

新潟県
佐渡（二期）農業水利事業
金井排水路他自然環境調査業務

2007 滋賀県農政水産部 滋賀県 平成19年度第2号循環かんがい流域内生物調査検討業務

2007 兵庫県神戸土木事務所 兵庫県
河単改良第0-0-S02号 明石川水系明石川
明石川魚道・護岸詳細設計業務委託

2006
九州農政局
川辺川農業水利事業所

熊本県
平成17年度川辺川農業水利事業
事業計画変更検討（環境その他）業務

2006
九州農政局
諌早湾干拓事務所

長崎県
平成17年度諫早湾干拓事業
調整池水質等検討（北部承水路）業務

2006 福岡県朝倉農林事務所 福岡県
県営農村総合整備事業（地域環境整備型）
北野地区調査測量設計業務委託

2006 兵庫県加古川流域土地改良事務所 兵庫県 三大老第18-504号　江井ケ島皿池地区　水質浄化計画策定調査業務

2006 京丹後市 京都府
8農村第14号　平成18年度農村環境計画策定事業
京丹後市農村環境計画策定業務(計画編)

2006 千葉県夷隅農業事務所 千葉県 筒森工区生態系調査業務

2006 埼玉県春日部農林センター 埼玉県 18山設第1号　環境整備実施設計業務委託

2006 兵庫県龍野土木事務所 兵庫県
総流統一般第8891-1-S3号 揖保川水系山根川
水辺の楽校プロジェクト策定業務委託

2005
近畿農政局
野洲川沿岸農地防災事業所

滋賀県
平成17年度　野洲川沿岸農地防災事業(二期)
野洲川沿岸地区環境調査検討業務

2005 滋賀県湖北農業農村振興事務所 滋賀県 平成17年度 第1号湖北地域魚のゆりかご水田再生計画策定業務

2005 滋賀県湖東農業農村振興事務所 滋賀県 平成17年度第1号湖東地域魚のゆりかご水田再生計画策定業務

2005
滋賀県大津南部農業農村振興事務
所

滋賀県 平成17年度第1号　赤野井湾(木浜)地区支援事業(その6)業務

2005 滋賀県農政水産部 滋賀県 平成17年度第1号　魚のゆりかご水田整備事業費調査業務
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近年の業務実績　＜環境調査・環境配慮＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2005 京丹後市 京都府
7農村第9号　平成17年度農村環境計画策定事業
京丹後市農村環境計画策定業務(調査編)

2005
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

山形県
平成17年度都市化地域水環境改善実証調査
寒河江地区都市化地域水環境改善（その１）業務

2005 兵庫県龍野土木事務所 兵庫県
河単改良第0-0-S11号 揖保川水系山根川
水辺の楽校プロジェクト策定業務委託

2004
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

山形県
国営土地改良事業地区調査及び環境配慮技術工法確立実証調査
赤川二期地区環境配慮その他業務

2004
近畿農政局
野洲川沿岸農地防災事業所

滋賀県
平成16年度　野洲川沿岸農地防災事業(二期)
野洲川沿岸地区環境調査検討業務

2004 千葉県夷隅農業事務所 千葉県
中山間地域総合整備事業　西老地区
筒森工区生態系調査及び実施設計業務

2004 明石市 兵庫県 農村環境計画策定業務委託

2004
東海農政局
新矢作川用水農業水利事業所

愛知県 新矢作川用水地区生態系調査その１業務

2004 徳島県土地改良事業団体連合会 徳島県 Ｈ16　田園整備構想　板名他　調査業務

2004
滋賀県大津南部農業農村振興事務
所

滋賀県 平成16年度第3号　赤野井湾(木浜)地区支援事業(その3)業務

2004 兵庫県神戸土木事務所 兵庫県 河単環境 第0-0-S04号　明石川水系　伊川　魚道設計業務

2004 和歌山県有田振興局建設部 和歌山県 平成16年度河調第２号有田川水辺の国勢調査業務
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