
近年の業務実績　＜地理空間情報＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015
北陸農政局西北陸土地
改良調査管理事務所

石川県 国営土地改良事業地区調査　河北潟周辺地区受益面積等調査業務

2015 京都府乙訓土木事務所 京都府 乙27道維修第12号　他　大山崎大枝線　道路維持修繕業務委託

2015
九州農政局北部九州土
地改良調査管理事務所

佐賀県
平成27年度
国営施設機能保全事業上場地区一定地域修正及び営農状況整理業務

2015 京都府 京都府
道管27緊小改（交安)第999号の2の1
管内一円道路緊急安全確保小規模改良（交安）業務委

2015 宇治市 京都府 下水道台帳調製及び下水道管理システムデータ更新業務委託

2014 宇治市 京都府 下水道台帳調製及び下水道管理システムデータ更新業務委託

2014
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　用水系統システム修正業務

2014
近畿地方整備局
大阪国道事務所

大阪府 交通事故データとりまとめ業務

2014
関東農政局
利根川水系土地改良調
査管理事務所

群馬県
平成26年度国営施設機能保全事業赤城西麓地区
受益面積調査業務

2014
京都市上下水道局給水
部各浄水場

京都府 蹴上浄水場　つつじ植樹育成事業に伴う測量及び設計委託

2014 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測量設計（その6）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
地域整備方向検討調査　笹ヶ峰二期地区
笹ヶ峰ダム地形図作成業務

2013 東北農政局 福島県
福島農業基盤復旧再生計画調査
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 大阪府 大阪府 泉北地区ため池一斉点検及びデータベース作成（25）業務

2013
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25年度　国営施設機能保全事業
菊池台地地区一定地域整理業務

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　国営施設応急対策事業（笠岡湾干拓地区）
受益地調査業務

2013
広島県西部農林水産事
務所呉農林事業所

広島県 県営畑地帯総合整備事業　沖美地区　施設台帳作成業務

2013
近畿地方整備局
奈良国道事務所

奈良県 交通事故データとりまとめ業務

2013 京都府立植物園 京都府
平成25年度　京都府立植物園
植栽台帳データ整備及び管理システム構築業務

2013 橿原市 奈良県 電線共同溝施設台帳作成業務委託

2012 斑鳩町 奈良県
第１号　震災等緊急雇用対応事業
道路台帳データ化及び道路管理システム構築業務委託

2012 三宅町 奈良県 三宅町上水道施設管理システム及び台帳整備業務

2012 広陵町 奈良県 広陵町住居表示台帳数値化及び管理システム構築業務委託

2012 葛城市 奈良県 水道マッピングシステム統合業務委託

2012 宇治市 京都府 下水道台帳調製及び下水道管理システムデータ更新業務委託
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2012
東北農政局
阿武隈土地改良調査管
理事務所

福島県
平成24年度　国営施設機能保全事業
会津南部地区地域状況整理検討業務

2012
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24年度　地域整備方向検討調査「東条川二期地区」
受益地調査業務

2012 大阪市 大阪府 市営住宅用地管理情報データ入力業務委託

2011 南丹市 京都府 平成23年度　南丹市上水道事業　水道施設台帳整備業務

2011
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23年度　国営施設機能保全事業（小阪部川地区）
受益地情報管理システム作成他業務

2011
京都府中丹西土木事務
所

京都府 中西23砂修第999号の2の3　管内一円砂防設備維持修繕業務委託

2011 大阪府 大阪府 南大阪湾岸　電波障害対策管路等施設点検調査業務委託（その1）

2011 吹田市 大阪府 街路灯台帳整備業務

2010 京田辺市 京都府 平成22年度　公共下水道台帳整備及び数値化業務委託

2010
京都市上下水道局下水
道部

京都府 公共下水道工事完成図トレース及びイメージデータ作成業務委託(その1)

2010
奈良県土地改良事業団
体連合会

奈良県 水土里情報利活用促進事業　ため池データ作成業務

2009
奈良県土地改良事業団
体連合会

奈良県
水土里情報利活用促進事業
農地筆及び耕区データ作成業務（中部地区）

2009 三宅町 奈良県 第42120号　三宅町長寿命化計画業務委託

2009 葛城市 奈良県 21-803　道路台帳構造化及び数値更新業務委託

2009
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21年度　国営地区調査
香川用水二期地区受益面積調査業務

2009
広島県土地改良事業団
体連合会

広島県 耕区情報作成業務（北広島工区）

2009
近畿農政局
新湖北農業水利事業所

滋賀県
平成21年度　新湖北（二期）農業水利事業
事業管理システム改良その他業務

2009 京都府港湾事務所 京都府
港21港施維修第6599号の2の3他1
管内一円港湾施設維持修繕業務委託　他１

2009 斑鳩町 奈良県 道路情報管理システム（町道明示）構築業務委託

2008
京都市道路部道路明示
課

京都府 道路台帳補正に伴う測量業務委託

2008
滋賀県土地改良事業団
体連合会

滋賀県 平成20年度　第2号水土里情報整備その2業務

2008 奈良県郡山土木事務所 奈良県 DK-2-委-1　他　郡山土木管轄　河川管理台帳整備事業　他

2008
環境省
近畿地方環境事務所

大阪府 平成20年度　国立公園写真等管理システム構築業務

2008 京都府道路公社 京都府 京都縦貫自動車道（丹波綾部道路）管理図面作成作業

2007
京都府農林水産部林務
課

京都府 平成19年度　林相ポリゴン作成委託業務
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2007 奈良県宇陀土木事務所 奈良県
(仮称)うだ・アニマルパーク
単独(仮称)宇陀アニマルパーク整備事業測量委託

2007 南丹市 京都府 9土委第5号　平成18年度(繰越)南丹市河川管理台帳作成業務委託

2007 斑鳩町 奈良県 道路情報管理システム(法定外公共物管理)構築業務

2007
京都府山城北土木事務
所

京都府
山北19府債道路構造第999号の2の1
国道307号他府債防災・道路構造物補強対策業務委託

2007
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19年度　香川用水土器川沿岸地区
受益地情報変更その他業務

2006 奈良市 奈良県 排水設備分合流調査業務委託

2006
近畿農政局
新湖北農業水利事業所

滋賀県
平成18年度　新湖北(一期)農業水利事業
事業管理システム構築その他業務

2006
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
地区内面積集計システム構築業務

2006
近畿農政局
農村計画部農村整備課

京都府 平成18年度農地等調査地図電子化業務

2006 愛知川沿岸土地改良区 滋賀県
平成18年度　第403号地域用水機能増進事業
空中写真撮影測量業務

2005
近畿地方整備局
国営飛鳥歴史公園事務
所

奈良県 国営飛鳥歴史公園航空写真撮影他業務

2005 (財)大阪府公園協会 大阪府 蜻蛉池公園施設台帳修正業務委託

2005 宮津市 京都府 宮下委第3号　宮津市公共下水道台帳作成業務委託

2005
水資源機構日吉ダム管
理所

京都府 貯水池地形図数値化及び修正業務

2004
京都市道路部道路明示
課

京都府 道路台帳補正に伴う測量業務委託

2004
兵庫県阪神南県民局尼
崎土木事務所

兵庫県
流泥県単 第0-0-S05号　兵庫東流域下水汚泥広域処理場
施設台帳整備業務委託

2004 高月町 滋賀県 平成15年度　第17号 高月町下水道管理システム作成業務

2004
近畿地方整備局
京都国道事務所

京都府 171号京都市域道路台帳附図作成業務

2004
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16年度　香川用水土器川沿岸地区
受益地管理システム作成業務

2004
奈良県大宇陀土木事務
所

奈良県 砂ー5ー委ー2　大宇陀土木管内　土砂災害基礎調査(砂防)業務委託

2004 大阪府茨木土木事務所 大阪府 一般国道479号　電線共同溝台帳作成業務委託(その3)
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