
近年の業務実績　＜道路・橋梁＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 近畿地方整備局滋賀国道事務所 滋賀県 滋賀国道事務所管内交通状況調査業務

2015 京都府道路公社 京都府 27道維第2号の9京都縦貫自動車道道路法面点検業務委託

2015 三郷町 奈良県 平成27年度　勢野小山田地区道路詳細設計業務

2015 京都市建設局 京都府 路面性状調査業務委託

2015 京都府山城北土木事務所 京都府
上狛城陽線地域主導型整備業務委託
（山北26地域主導第70号の2の1）

2015 京都市左京土木事務所 京都府 緊急調査設計業務（左京土木事務所管内）（市道大原17号）

2015 京都市左京土木事務所 京都府 緊急調査設計業務（左京土木事務所管内）（国道477号）

2015 京都市左京土木事務所 京都府 緊急調査設計業務（左京土木事務所管内）（府道下鴨大津線）

2015 南丹市 京都府
7市子委第17号　平成27年度
南丹市立園部幼稚園園庭等整備工事実施設計業務

2015
北陸農政局
柏崎周辺農業水利事業所

新潟県 関川用水（一期）農業水利事業笹ヶ峰ダム資材搬入路実施設計業務

2015 南丹市 京都府
７教総委第29号　平成27年度
美山スクールバス乗降場整備測量設計業務

2015 京都府山城南土木事務所 京都府
山南27道維修第999号の2の16　上野南山城線
道路維持修繕業務委託

2015 近畿農政局土地改良技術事務所 京都府 平成27年度土地改良技術　設計基準「農道」改定資料作成業務

2015 滋賀県高島農業農村振興事務所 滋賀県 平成27年度第12号　安曇川左岸２期地区幹線用水路設計業務

2015 千葉県海匝農業事務所 千葉県 東総台地2期 農道設計業務

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（二期）
農業水利事業河崎他建設発生土受入地調査測量設計業務

2015 兵庫県淡路市野田尾外　地内 兵庫県
平成27年度社会資本整備総合交付金事業
近藤橋外補修設計業務委託

2015 滋賀県野洲市北野1丁目地先 滋賀県 27-委10号　野洲駅北口駅前広場歩道橋修正設計業務委託

2015 京都府京丹後市網野町切畑地内 京都府 7建土道改第2号　平成27年度　上石橋橋梁予備設計業務

2015 兵庫県三木市細川町高篠地内 兵庫県 高篠生活道路床版橋詳細設計業務委託

2015 京都府京丹後市久美浜町地内 京都府
7建土社資第4号　平成27年度
管内一円橋りょう定期点検業務（その2）

2015 生駒郡三郷町信貴南畑　地内 奈良県 平成27年度　道路施設定期点検業務（橋梁点検）

2015 京都府福知山市篠尾地内 京都府
中西27床上対策第2918号の2の10
弘法川・法川床上浸水対策特別緊急業務委託

2015 京都府福知山市篠尾地内 京都府
中西27床上対策第2918号の2の8
弘法川・法川床上浸水対策特別緊急業務委託

2015 京都府京丹後市地内 京都府
7建土社資第8号　平成27年度
管内一円橋りょう補修詳細設計業務（その2）

2015 京都府丹後土木事務所管内 京都府 27道橋点第6号の2　橋梁点検業務委託（丹後2）
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2015 香芝市真美ヶ丘地内他 奈良県 橋梁補修設計委託業務　農土－533号

2015
京都府京丹後市　峰山町・大宮町
地内

京都府
7建土社資第18号　平成27年度
御旅橋他２橋実橋載荷試験業務

2015 京都府福知山市拝師地内 京都府 土木第42号　福知山停車場奥榎原線加津良橋詳細設計他業務

2015 広島県府中市木野山町外 広島県 千年橋外橋梁補修設計業務

2014
近畿地方整備局
京都国道事務所

京都府 交通対策課図面等作成業務

2014 南丹市 京都府 6土道委第3号　平成26年度　今谷橋測量設計調査業務

2014 大阪府茨木土木事務所 大阪府
主要地方道伏見柳谷高槻線
高槻東道路（梶原工区）構造物詳細設計委託

2014
近畿地方整備局
滋賀国道事務所

滋賀県 国道１号他交通状況調査業務

2013 京都市建設局 京都府
平成25年度橋りょう点検(その1)業務委託
平成25年度橋りょう点検(その2)業務委託、他1本

2013 兵庫県新温泉土木事務所 兵庫県
道保防安　第4945-0-S02号　（国）178号
散水消雪施設　水源調査・消雪設備詳細設計業務

2013
近畿地方整備局
豊岡河川国道事務所

兵庫県 日高豊岡南道路詳細・修正設計業務

2012 石巻市 宮城県 釜谷崎橋ほか2橋橋梁災害復旧調査測量設計業務

2012 宮城県仙台土木事務所 宮城県
平成23年度311地震災1468－207号
川内沢川3号橋外橋梁詳細設計業務委託

2012 京都市建設局 京都府 菊屋橋他1橋詳細設計業務委託

2012
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

和歌山県 紀北西道路他構造物予備設計業務

2012 京都府山城南土木事務所 京都府
山南24道整促第22号の2の1　八幡木津線
道路整備促進業務委託　他3件

2012
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

和歌山県 紀北西道路和歌山市域構造物予備設計業務

2011
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

和歌山県 紀北西道路岩出ＩＣ Ｄランプ橋梁予備設計業務

2011 和歌山県伊都振興局建設部 和歌山県
平成22年度　国補国改　第15号－12
国道480号（仮称2号橋）道路改築設計業務

2011 東彼杵町 長崎県 第23建42号遠目中央線1・2号橋詳細設計業務委託

2011 佐賀県伊万里土木事務所 佐賀県
単道調査第0111204－001号
国道204号道路橋りょう調査委託

2011 近畿地方整備局奈良国道事務所 奈良県 国道25号道路防災設計業務

2010 和歌山県西牟婁振興局建設部 和歌山県
平成22年度道保交金第128号 平成21年度臨交金22号-6
上富田南部線社会資本整備交付金道路改良外合併設計業務

2010 長崎県島原振興局農林水産部 長崎県
22土改第114号雲仙グリーンロード2期地区
橋梁耐震補強設計業務委託（その7）

2010 香芝市 奈良県 中和幹線橋梁耐震設計及び交差点等詳細設計業務委託

2010 京都府中丹東土木事務所 京都府
管内一円道路緊急安全確保小規模改良（交安）
業務委託（中東22緊小改（交安）第999の1号の2の1）
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2010 長崎県県央振興局建設部 長崎県
22国改第3－2－5号一般国道251号
道路改良工事（修正設計業務委託）

2010 京都府山城南土木事務所 京都府
山南22地道交第5の1号の2の1
木津信楽線地方道路交付金業務委託

2010 兵庫県豊岡土木事務所 兵庫県 交防第0-0-Ｓ05号　（国）426号交差点改良設計業務委託

2009
近畿地方整備局
福井河川国道事務所

福井県 国道27号湯岡橋他補修設計業務

2009 滋賀県道路公社 滋賀県
平成２１年度維持第Ａ－9号
琵琶湖大橋有料道路東詰渋滞調査設計業務委託

2009 雲仙市 長崎県 21雲道委第509号市道木場山領線測量・調査・設計業務

2008 千葉県海匝農業事務所 千葉県 6号橋梁実施設計業務（東総台地2期2号）

2008 中部地方整備局静岡国道事務所 静岡県 平成20年度富士維持管内西部地区橋梁点検業務

2008 兵庫県豊岡土木事務所 兵庫県 (国)178号　道路詳細設計業務委託

2006 長崎県県北振興局農林部 長崎県 18農整第107号広域大村東彼杵2期地区2号橋実施設計委託

2006 (株)竹中土木 大阪府 立体横断施設設計業務

2006 (株)竹中土木 大阪府 駅前再開発事業に係わる公共施設設計業務

2005 近畿地方整備局近畿技術事務所 大阪府 平成17年度橋梁点検中部地区調査業務

2005 大阪府富田林土木事務所 大阪府 都市計画道路堺港大堀線近鉄跨線橋詳細設計委託(その1)

2005 兵庫県加古川土木事務所 兵庫県
河基(都)第7151-0-S05号　加古川水系水田川
(県)別府平岡線水田川橋梁詳細設計

2005 京都市街路部街路建設課 京都府 1．3・5・135大原通道路詳細設計・測量業務委託

2005
滋賀県湖北地域振興局
長浜建設管理部

滋賀県
平成17年度第B109－１号
山東本巣線緊急(B)災害防除詳細設計業務委託
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