
近年の業務実績　＜農村計画・農村整備＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 兵庫県加古川流域土地改良事務所 兵庫県
県ため池第7088-3-Ｓ01号　江井ヶ島地区
ため池保全構想策定業務 その2

2015 京都府山城広域振興局 京都府
平成27年度 府営農業競争力強化基盤整備事業
湯屋谷地区茶園造成実施設計業務

2015
中国四国農政局南周防農地整備事
業所

山口県 南周防農地整備事業　事業計画検討業務

2015 兵庫県豊岡土地改良事務所 兵庫県
経営育成　第7001－6－Ｓ01号　大庭地区
計画変更委託業務

2015
中国四国農政局四国東部農地防災
事務所

徳島県 吉野川下流域農地防災事業　事業再評価資料整理業務

2015 草津用水土地改良区 滋賀県
平成27年度 委第４号
草津用水地区全体事業計画策定資料作成業務（その2）

2015 近畿農政局 滋賀県
平成27年度 大規模災害時における施設管理者のための
業務継続計画(BCP)策定業務

2015 草津用水土地改良区 滋賀県
平成27年度第6号
草津用水土地改良区維持管理変更計画書作成業務

2015 東近江市 滋賀県
平成27年度第2064号
小脇地区ほ場整備事業計画変更委託業務

2015 (財)日本水土総合研究所 全国 平成27年度 農業・農村が有する多面的機能の評価検証業務

2015
貝塚市農空間を活用した安全・安
心・快適なまちづくり

大阪府 平成27年度　都市と緑・農が共生するまちづくりに関する調査業務

2015
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所

千葉県
平成27年度
地域整備方向検討調査手賀沼地域営農計画等作成業務

2015
東北農政局阿武隈土地改良調査管
理事務所

福島県
平成27年度 国営施設応急対策事業
母畑地区経済効果算定その他業務

2015 山梨県富士・東部農務事務所 山梨県 富士北麓水源の里地区　事業調査業務委託

2015
九州農政局北部九州土地改良調査
管理事務所

福岡県
平成27年度
国営施設機能保全事業筑後川中流地区経済効果算定その他業務

2014 京丹後市 京都府 26農林第4－4号　上宇川地区ほ場整備調査設計業務

2014
中国四国農政局
南周防農地整備事業所

山口県 南周防農地整備事業　事業計画検討業務

2014 京都府土地改良事業団体連合会 京都府 平成26年度　大福茶園再造成調査設計業務

2014
京都府
丹後広域振興局

京都府
平成26年度　府営農業競争力強化基盤整備事業
女布地区　ほ場整備実施設計業務

2014 茨木市 大阪府 里山センター及び旧北辰中学校跡地利用基本構想策定業務委託

2014 (財)日本水土総合研究所 全国 平成26年度　修繕計画資料とりまとめ業務

2014 香取市 千葉県 森戸地区　基盤整備関連　経営体育成等促進計画書作成業務委託

2014
兵庫県
加古川流域土地改良事務所

兵庫県 江井ヶ島地区ため池保全構想策定業務その1

2013 東北農政局 福島県
福島農業基盤復旧再生計画調査
南相馬市小高区農地農業用施設災害復旧調査設計（その2）業務

2013 東北農政局 福島県
福島農業基盤復旧再生計画調査
浪江町農地農業用施設災害復旧調査設計（その2）業務

2013 東北農政局 福島県
福島農業基盤復旧再生計画調査
飯舘村農地農業用施設災害復旧調査設計業務
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近年の業務実績　＜農村計画・農村整備＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2013 森戸土地改良事業準備委員会 千葉県 経営体育成基盤整備事業　森戸地区　事業計画書作成業務

2013
東北農政局
仙台東土地改良建設事業所

宮城県
仙台東災害復旧関連区画整理事業
七郷地区神屋敷他区画整理詳細設計業務

2013 守山市 滋賀県 中洲学区環境用水確保にかかる調査委託業務

2013 与謝野町 京都府 25与農委第2号　与謝野町農業振興地域整備計画書作成業務

2013 那珂市 茨城県 那農委第9号　元気ナカむらづくり業務委託

2012 東北農政局 福島県 農地除染対策実証事業　除染農地保全管理検討等業務

2012
東北農政局
仙台東土地改良建設事業所

宮城県
仙台東災害復旧関連区画整理事業
七郷地区荒浜他区画整理設計業務

2012
東北農政局
仙台東土地改良建設事業所

宮城県
仙台東災害復旧関連区画整理事業
七郷地区霞目他区画整理設計業務

2012 山口県下関農林事務所 山口県
集落基盤整備事業　下関南部地区平成24年度
集落防災安全施設実施設計業務　八ヶ尻工区

2012 岸和田市 大阪府 岸和田・貝塚地区　農村振興基本計画更新業務

2012 京丹後市 京都府 24農林第35号　女布地区圃場調査設計業務

2011 東北農政局 福島県
農地除染対策実証事業
農地除染対策実証試験工事等施工管理その他資料作成業務

2011
北陸農政局
庄川左岸農地防災事業所

富山県 庄川左岸農地防災事業岸渡洪水調整池利用検討業務

2011 東北農政局 宮城県
農業基盤復旧復興整備計画策定事業
仙台東地区換地計画作成その他業務

2011
中国四国農政局
南周防農地整備事業所

山口県 南周防農地整備事業　阿月団地他区画整理実施設計業務

2011 山口県美祢農林事務所 山口県 農地整備事業（経営体育成型）棯小野地区平成23年度細部設計業務

2011 兵庫県土地改良事業団体連合会 兵庫県 農地・農業用施設査定設計書策定業務

2011 埼玉県春日部農林振興センター 埼玉県 23みち設第1号遊歩道整備実施設計業務委託

2011 京丹後市 京都府
23環境第128号
平成23年度　バイオマス地域利活用高度化調査業務

2011 大和測量(株) 神奈川県 厚木市山際地区農林調整協議資料作成業務

2010
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

山口県
平成22年度国営土地改良事業地区調査
(南周防地区)事業計画書案作成業務

2010 (財)日本水土総合研究所 全国 「再生可能エネルギー導入の手引き」作成業務

2010
近畿農政局
企画調整室

近畿地方 バイオマス資源活用促進事業

2010 袖ケ浦市 千葉県 武田川下流地区計画設計委託

2010 奈良県土地改良事業団体連合会 奈良県
平成22年度　食料供給基盤保全管理対策支援事業
調査計画とりまとめ業務

2010 ＮＰＯ法人　自然環境復元協会 全国
「田舎で働き隊！」事業
研修生の定住化促進のための支援業務及び同事業の評価業務
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近年の業務実績　＜農村計画・農村整備＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2010 京丹後市 京都府
2環境第224号
平成22年度　地域バイオマス利活用高度化調査業務

2010 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県
平成22年度第1号
農村振興再生可能エネルギー導入支援事業調査・設計業務

2010 明日香村 奈良県
平成22年度
第101号　明日香村農商工観連携拠点施設基本計画策定業務

2010 京都府土地改良事業団体連合会 京都府 平成22年度　越畑棚田の里整備事業測量設計業務委託　その1

2009
近畿農政局
企画調整室

近畿地方 地域の国産バイオマス燃料に関する意識調査

2009
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

山口県
平成21年度
地域整備方向検討調査（南周防地域）事業計画書案作成業務

2009 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県
平成21年度第21－1号小水力発電工事等技術強化対策事業
（導入施術支援）調査・設計業務

2009 佐賀県佐賀中部農林事務所 佐賀県
中山間総第5711003－001号
富士南部地区県営中山間地域総合整備事業委託

2009 奈良県土地改良事業団体連合会 奈良県 平成21年度食料供給基盤保全管理対策支援事業調査計画策定業務

2009 東近江市 滋賀県 平成21年度 第63号 小脇地区ほ場整備事業基本設計委託業務

2009 (社)日本有機資源協会 奈良県 なら地域資源調査業務

2009 福岡県朝倉農林事務所 福岡県
平成21年度起工第50号県営農村総合整備
（地域環境整備型）計画変更業務委託北野地区

2009
近畿農政局
企画調整室

近畿地方 地域バイオマス実地調査

2009
関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務
所

千葉県 耕作放棄地発生予測手法等検討業務

2009
中国四国農政局
農村計画部農村振興課

鳥取県 平成21年度奥大山日野地域広域農村総合整備基本計画等検討業務

2009 ＮＰＯ法人　自然環境復元協会 東京都 「田舎で働き隊！」事業の効果検証アンケート調査等業務

2009 湖北町 滋賀県 平成21年度第118号湖北町バイオマスタウン構想策定業務

2008 農林水産省 全国 平成20年度　耕作放棄地解消推進基礎調査委託事業

2008
近畿農政局
企画調整室

近畿地方
地域に根ざした環境バイオマスに関する意識改革
（近畿地域事業）事業

2008 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

2008 京都府丹後土地改良事務所 京都府
平成20年度府営農業生産法人等育成緊急整備事業森本地区
ほ場整備実施設計業務(その1)

2008 兵庫県神戸土地改良事務所 兵庫県 集落基盤整備事業　上津橋地区　実施設計委託業務(その2)

2008 千葉県千葉農業事務所 千葉県 三和養老地区ほ場整備実施設計業務

2008 (社)京都府森と緑の公社 京都府 分収造林事業経営改善検討業務委託

2007 農林水産省農村振興局 東京都 平成19年度農村地域活性化連携推進調査委託事業

2007
近畿農政局
企画調整室

近畿地方 近畿地域バイオマス発見活用促進事業
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近年の業務実績　＜農村計画・農村整備＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2007 鹿児島県大隈地域振興局 鹿児島県 経営体育成基盤整備事業岡崎２期地区委託19－3

2007 埼玉県大里農林振興センター 埼玉県 19山王設第1号　農道実施設計等業務委託

2007 長崎県壱岐振興局 長崎県 19壱農整委4号刈田院地区事業計画書作成業務委託

2007 (財)日本水土総合研究所 東京都
平成19年度
ほ場整備と農業構造等の関係に関する基礎分析等データ作成業務

2007
東海農政局
農村計画部農村振興課

岐阜県 農村地域における景域計画手法検討調査「白川地区」策定業務

2007 （独）農業工学研究所 全国 農林業物資循環モデルの改造と利用マニュアル作成業務

2007 甲良町 滋賀県 平成19年度測設第5号甲良町ふるさと交流ムラ基本設計業務

2007 奈良県土地改良事業団体連合会 奈良県 農村振興基本計画策定業務

2006 兵庫県洲本土地改良事務所 兵庫県
洲ほ第18-501号　経営体育成基盤整備事業
市西地区実施設計その2業務委託

2006 (財)日本水土総合研究所 全国
地域資源の有効利用、多面的機能強化を通じた農村振興対策検討業
務

2006 大阪府安威川ダム建設事務所 大阪府
安威川ダム　大岩地区残土処分地施工計画及び用水計画作成業務委
託

2006 上津橋土地改良区 兵庫県 上津橋地区分筆登記業務、地区計画資料作成業務

2006 農林水産省農村振興局 東京都 平成18年度農村地域活性化連携推進調査委託事業

2006 農林水産省農村振興局 全国 平成18年度バイオマスタウンモデルプラン作成調査分析事業

2006 兵庫県神戸土地改良事務所 兵庫県
神集基第18-502号　集落基盤整備事業
上津橋地区計画変更業務委託

2006
近畿農政局
農村計画部事業計画課

京都府 平成18年度鳥獣害防止対策連携推進調査委託業務

2006 大阪府農林水産部農政課 大阪府 農空間保全府民協働モデル推進・検証(18)業務

2006 京丹後市 京都府 8農調第292号　京丹後市農業農村振興ビジョン策定業務

2006
九州農政局
農村計画部

佐賀県 平成18年度白石地域広域農村総合整備基本計画策定業務

2006 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県 平成18年度第812号田園里山等保全再生計画作成業務

2006 (独)農業工学研究所 全国
農林業物質循環モデル開発のためのデータベース及び
インタフェイスの改造

2006 北本市 埼玉県 農業振興対策基礎調査業務

2006 甲良町 滋賀県 平成18年度測設第5号甲良町ふるさと交流村基本設計業務

2006 千葉県香取農業事務所 千葉県 橘堰周遊散策路実施設計業務

2006 山口県下関農林事務所 山口県
やまぐち棚田保全モデル実証事業　野谷地区
平成18年度　やまぐち棚田実態調査業務

2005
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宅地等用地実施設計業務
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近年の業務実績　＜農村計画・農村整備＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2005 兵庫県神戸土地改良事務所 兵庫県 神集基　第17-501号　集落基盤整備事業　上津橋地区実施設計業務

2005 大阪府安威川ダム建設事務所 大阪府 安威川ダム大岩地区残土処分地整備実施設計委託(その2)

2005 佐賀県唐津農林事務所 佐賀県 平成17年度県営中山間地域総合整備事業相知地区委託第１号

2005 (財)日本農業土木総合研究所 全国 平成17年度　物質循環モデルの作成等検討業務

2005 大阪府土地改良事業団体連合会 大阪府 資源保全実態調査業務

2005 （独）農業工学研究所 全国
ＧＩＳとリンクする農林業物質循環モデル開発のための
データベース及びインターフェースの整備

2005
九州農政局
農村計画部

大分県 平成17年度農村総合開発整備計画検討業務

2005 （財）日本農業土木総合研究所 山形県
平成16年度山形県における物質循環モデルを用いた
堆肥化施設のネットワーク検討業務

2005 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県 平成17年度　第606号　土川周辺流域田園水循環構想等策定業務

2005 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県 平成17年度　第607号　葉山川周辺流域田園水循環構想等策定業務

2005
九州農政局
農村計画部

佐賀県 平成17年度白石地域広域農村総合整備基本計画検討業務

2005 (財)日本農業土木総合研究所 佐賀県
平成17年度物質循環モデルによる
筑後川下流白石平野地区物質循環フロー作成業務
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