
近年の業務実績　＜機能診断＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 京都府山城広域振興局 京都府
平成27年度府営農業水利施設保全合理化事業木津地区
機能保全計画策定業務

2015 滋賀県東近江農業農村振興事務所 滋賀県 平成27年度第1号　日野川地区機能保全計画策定業務

2015 草津用水土地改良区 滋賀県
平成27年度委第3号
草津揚水機場地区志那中揚水機場機能保全計画策定業務

2015 中国四国農政局土地改良技術事務所 岡山県
平成27年度ストックマネジメント技術高度化事業
試験工事検討会資料作成業務

2015
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所

鳥取県
平成27年度　国営造成水利施設保全対策指導事業（大山山麓地区）
支線用水路他機能診断業務

2015 中国四国農政局土地改良技術事務所 岡山県 平成27年度実践技術研修（ストックマネジメントコース）業務

2015
近畿農政局南近畿土地改良調査管
理事務所

和歌山県
平成27年度ストックマネジメント技術高度化事業「南紀用水地区」
トンネル空洞調査診断技術検討業務

2015
中国四国農政局那賀川農地防災
事業所

徳島県 那賀川（二期）農地防災事業　水路補修方法検討業務

2015 滋賀県大津南部農業農村振興事務所 滋賀県 平成27年度第10号　野洲川下流地区機能保全計画策定業務

2015
中国四国農政局四国土地改良調査
管理事務所

愛媛県
平成27年度　国営施設応急対策事業
道前道後平野地区水利施設診断（その4）業務

2015 日野川流域土地改良区 滋賀県 平成27年度第3号　大井堰地区保全対策調査計画業務

2015
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所

山形県
平成27年度国営造成水利施設保全対策指導事業
新庄地区2号幹線用水路他機能診断調査業務

2015
東北農政局北上土地改良調査管理
事務所

岩手県
平成27年度ストックマネジメント技術高度化事業岩手山麓地区
サイホン工機能診断調査その他業務

2015
関東農政局利根川水系土地改良調
査管理事務所

茨城県
平成27年度国営造成水利施設保全対策指導事業
石岡台地地区施設機能診断業務

2015 関東農政局北総中央農業水利事業所 千葉県
北総中央農業水利事業１号幹線用水路漏水事故応急検討業務
他3件

2015
東北農政局西奥羽土地改良調査管
理事務所

山形県
平成27年度広域基盤整備計画調査最上川地域国営附帯県営地区
機能診断とりまとめ業務

2015
九州農政局南部九州土地改良調査
管理事務所

鹿児島県
平成27年度
広域基盤整備計画調査大隅地域広域基盤整備計画検討業務

2015 長崎県県央振興局農林部 長崎県 27土第02号県央地区基幹水利施設機能保全計画作成業務委託

2015
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所

岡山県
平成27年度
広域基盤整備計画調査（勝英地区）施設長寿命化計画検討業務

2015
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所

岡山県
平成27年度国営造成水利施設保全対策指導事業（勝英地区）
西部幹線水路他機能診断業務

2015
中国四国農政局中国土地改良調査
管理事務所

広島県
平成27年度国営造成水利施設保全対策指導事業
（広島中部台地地区）目谷ダム耐震検討業務

2015 福岡県行橋農林事務所 福岡県 農業水利施設保全対策事業吉富地区調査設計委託業務

2015 宮若市 福岡県 平成27年度錦井堰調査業務委託

2015 岡山県備前県民局 岡山県
102-2-3 農業水利施設保全合理化事業（水利用再編促進）
玉津裳掛地区　機能診断業務

2015 愛媛県南予地方局農村整備課 愛媛県 基設ス三(27委)第101号　施設機能診断調査(その2)業務

2015 愛媛県南予地方局農村整備課 愛媛県 基設ス西(27委)第101号　施設機能診断調査(その2)業務
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近年の業務実績　＜機能診断＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 愛媛県南予地方局農村整備課 愛媛県 海保南2(27委)第101号　海岸堤防等診断業務

2015 伊方町 愛媛県 三崎地区施設機能診断調査業務

2015 西予市 愛媛県 平成27年度南予用水施設機能診断調査委託業務

2014
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

山形県
平成26年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
新庄地区１号幹線用水路ほか機能診断調査業務

2014
関東農政局
大井川用水農業水利事業所

静岡県
大井川用水（二期）農業水利事業
焼津水路調査測量設計業務

2014
東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

宮城県
平成２６年度国営施設応急対策事業
名取川地区耐震性能照査業務

2014
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成26年度国営造成水利施設保全対策指導事業
道前道後平野地区機能保全計画策定(その2)業務

2014
北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

新潟県
国営施設機能保全事業
阿賀野川地区施設長寿命化計画作成業務

2014
近畿農政局
南近畿土地改良調査管理事務所

奈良県
平成26年度ストックマネジメント技術高度化事業
五条吉野地区管水路漏水調査診断技術検討業務

2014
中国四国農政局
香川用水土器川沿岸農業水利事業所

香川県
香川用水二期農業水利事業
表面被覆工法等検討その他業務

2014 滋賀県高島農業農村振興事務所 滋賀県
平成26年度第13号
鴨川流域地区機能保全計画策定その２業務

2014
東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

愛知県 矢作川総合地区　坂崎揚水機場機能診断他業務

2014 滋賀県高島農業農村振興事務所 滋賀県 平成26年度第11号　新旭地区機能保全計画策定業務

2014
中国四国農政局
土地改良技術事務所

香川県 香川用水高瀬支線水理検討その他業務

2014 滋賀県高島農業農村振興事務所 滋賀県
平成26年度第12号
鴨川流域地区機能保全計画策定業務

2014 滋賀県大津南部農業農村振興事務所 滋賀県
平成26年度　第11号
守山南部地区機能保全計画策定業務

2014 独立行政法人農村工学研究所 茨城県 模擬漏水フィールド設計業務

2014 徳島県東部農林水産局吉野川庁舎 徳島県 Ｈ26吉耕　ストマネ　麻名用水　測量設計業務

2014 草津用水土地改良区 滋賀県
平成26年度委第3号　草津揚水機場地区
下物揚水機場機能保全計画策定業務

2014
中国四国農政局
土地改良技術事務所

岡山県 平成26年度実践技術研修（ストックマネジメントコース）業務

2013
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

岡山県
平成25年度　国営施設機能保全事業
吉井川地区新田原井堰機能診断及びゲート設備実施設計業務

2013
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

岡山県
平成25年度　国営造成水利施設保全対策指導事業（児島湾地区）
締切堤防他機能診断業務

2013
北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務
所

新潟県
国営造成水利施設保全対策指導事業
阿賀野川用水地区機能診断業務

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年度国営施設機能保全事業
日野川地区第１段揚水機場改修設計業務

2013
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

秋田県
平成25年度国営造成水利施設保全対策指導事業
八郎潟地区他機能診断調査業務
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2013
東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

宮城県
平成25年度国営造成水利施設保全対策指導事業
大崎西部地区ほか機能診断調査業務

2013 諌早市 長崎県 第425200071号中央排水機場機能保全計画策定業務委託

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
大淀川右岸地区施設長寿命化計画策定その他業務

2012
北陸農政局
西北陸土地改良調査管理事務所

富山県
国営施設機能保全事業
射水平野地区排水機場整備計画検討業務

2012
北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

新潟県
国営造成水利施設保全対策指導事業
阿賀野川用水右岸地域機能診断業務

2012 山梨県中北農務事務所 山梨県 釜無川右岸地区　釜無川右岸機能診断調査業務

2012
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

島根県
平成24年度　国営造成水利施設保全対策指導事業（益田地区）
導水路他機能診断業務

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年度国営施設応急対策事業
大中の湖地区施設調査検討業務

2012
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

秋田県
平成24年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
八郎潟地区機能保全計画策定業務

2011 東北農政局 福島県
国営造成水利施設保全対策指導事業
隈戸川地区幹線用水路機能保全計画策定業務

2011
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成23年度国営造成水利施設保全対策指導事業
道前道後平野地区機能保全計画策定(その3)業務

2011
東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

岩手県
平成23年度　農地・農業用施設等緊急調査
藤沢地区機能診断調査業務

2011
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成23年度ストックマネジメント技術高度化事業
南予用水地区水利施設診断手法検討(その3)業務

2011
群馬県中部県民局中部農業事務所
渋川農村整備センター

群馬県
平成23年度県営障害防止対策事業
相馬ヶ原地区榛名幹線水路測量設計業務委託

2011
九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

鹿児島県
平成23年度国営施設機能保全事業
笠野原地区施設長寿命化計画策定その他業務

2011
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

鳥取県
平成23年度国営造成水利施設保全対策指導事業（東伯地区）
管水路機能診断等業務

2011
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成23年度　国営施設機能保全事業
南予用水地区土地改良計画検討業務

2010
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

香川県
平成22年度ストックマネジメント技術高度化事業
香川用水地区水利施設診断手法検討(その2)業務

2010
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成22年度国営造成水利施設保全対策指導事業
道前道後平野地区機能保全計画策定(その2)業務

2010
東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

福島県
平成22年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
会津南部地区機能診断(その２)業務

2010
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

兵庫県
平成22年度ストックマネジメント技術高度化事業
加古川西部地区機能診断技術検討業務

2010
沖縄総合事務局
土地改良総合事務所

沖縄県 平成22年度パイプライン機能診断手法検討業務

2010
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22年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
湖北地区機能診断調査業務

2010
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

岡山県
平成22年度　国営造成水利施設保全対策指導事業（吉井川地区）
ポンプ施設機能診断業務

2010
北陸農政局
信濃川水系土地改良調査管理事務所

新潟県
国営造成水利施設保全対策指導事業
白根郷地区他機能保全計画策定業務
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近年の業務実績　＜機能診断＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2009
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

兵庫県
平成20年度国営造成水利施設保全対策指導事業
基幹施設機能診断(東播用水地区幹線水路等機能診断調査)業務

2009
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

秋田県
平成21年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
雄物川筋地区他機能診断調査業務

2009
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

兵庫県
平成21年度ストックマネジメント技術高度化事業
東播用水地区大川瀬導水路機能診断技術検討業務

2009
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成21年度国営造成水利施設保全対策指導事業
道前道後平野地区機能保全計画策定業務

2009
東北農政局
北奥羽土地改良調査管理事務所

青森県
平成21年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
津軽北部地区機能保全計画策定(その１)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　国営造成水利施設保全対策指導事業
盛岡南部地区機能診断調査業務

2009 滋賀県土地改良事業団体連合会 滋賀県 平成21年度第10号農業水利施設機能保全計画支援業務

2008
中国四国農政局
四国土地改良調査管理事務所

愛媛県
平成20年度ストックマネジメント技術高度化事業
道前道後平野地区機能診断手法検討(その2)業務

2008
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20年度国営造成水利施設保全対策指導事業
不知火地区外水利施設機能保全検討業務

2008
東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

愛知県 矢作川総合地区南部幹線水路他機能保全計画作成業務

2008
中国四国農政局
中国土地改良調査管理事務所

岡山県
平成20年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
吉井川地区施設機能診断業務

2008
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

兵庫県
平成20年度ストックマネジメント技術高度化事業
加古川西部地区機能診断技術検討業務

2008
関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務
所

茨城県
平成20年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
石岡台地地区機能診断業務

2008
東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

岩手県
平成20年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
岩手山麓(下流)地区機能診断調査業務

2007
東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

秋田県
国営造成水利施設保全対策指導事業
予防保全対策(その1)業務

2007
近畿農政局
淀川水系土地改良調査管理事務所

兵庫県
平成19年度国営造成水利施設保全対策指導事業
東条川・東播用水地区機能保全計画策定他業務

2007
関東農政局
西関東土地改良調査管理事務所

静岡県
西関東土地改良調査管理　国営造成水利施設保全対策指導事業
富士川下流地区その1その他業務

2007
東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

岩手県
平成19年度国営造成水利施設保全対策指導事業
盛岡南部地区機能診断調査業務

2007 滋賀県高島農業農村振興事務所 滋賀県
平成19年度第１号
高島（安曇川沿岸）地区機能保全計画策定業務

2007
東北農政局
津軽農業水利事務所

青森県
小田川二期農業水利事業
第4号幹線用水路機能診断業務

2007
東北農政局
米沢平野農業水利事業所

山形県
米沢平野二期農業水利事業
羽黒川頭首工土砂吐ゲート巻上機他機能診断調査及び実施設計業務

2006
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18年度国営造成水利施設保全対策指導事業
菊池台地地区幹線水路等予防保全調査設計業務

2006
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18年度加古川水系広域農業水利施設統合管理事業
大川瀬導水路機能診断調査業務

2006
関東農政局
利根川水系土地改良調査管理事務所

栃木県
平成18年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
那須野ヶ原地区遅野沢用水路施設機能診断業務

2006
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18年度　国営造成水利施設保全対策指導事業
予防保全対策実施手法等検討業務
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近年の業務実績　＜機能診断＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2006 野洲川下流土地改良区 滋賀県 平成18年度 委第4号　施設予防保全対策業務

2005
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17年度宮崎中部地区
基幹水利施設機能診断調査業務

2005
関東農政局
神流川沿岸農業水利事業所

埼玉県
神流川沿岸農業水利事業
用水路機能診断手法検討業務

2005
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17年度国営造成水利施設保全対策指導事業
予防保全対策実施状況等調査業務

2005
東海農政局
木曽川水系土地改良調査管理事務所

三重県
平成17年度国営造成水利施設保全対策指導事業
中瀬用水地区第三頭首工予防保全計画作成業務

2005 佐賀県伊万里農林事務所 佐賀県
平成17年度県営農業水利施設予防保全事業
国見地区委託第5号

2005
東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

福島県
広域基盤整備計画調査「阿賀川地域」会津南部地区
大川導水路施設機能診断調査業務

2005 びわこ揚水土地改良区 滋賀県 平成17年度　機能診断調査業務
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