
近年の業務実績　＜河川・砂防＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015
京都府中丹西土木
事務所

京都府
管内一円（弘法川）集中豪雨対策（河川緊急補強）業務委託
中西26河緊強第1499号の2の7

2015 京都市 京都府 伏見西部第五地区　承水路護岸修正設計等業務委託

2015
京都府
中丹西土木事務所

京都府
中西27砂維修第3999号の6の4　平成27年度　管内一円
（西岡急傾斜）砂防維持修繕工事

2015 京都府丹後土木事務所 京都府
丹後26府民公募第1499の2号の2の7他1件
管内一円府民公募型整備業務委託

2015 京都府京都土木事務所 京都府
高野川（鴨川支川）　京の川づくり業務委託
（京27みやこ第1054号の2の1）

2015 京都府丹後土木事務所 京都府
丹後27砂維修第3999号の7の2　里波見急傾斜地
法面保護工安全確認業務

2015 京都府南丹土木事務所 京都府
南丹27府民公募第1499の1号の2の1他1件　管内一円（桂川）
府民公募型整備業務委託

2015
京都府
山城南土木事務所

京都府
山南27総流急基調(防安)第5599の30号の2の1 管内一円
総合流域防災事業・急傾斜地基礎調査(防災安全)業務委託

2015 宇治市 京都府 名改委27-1　準用河川名木川改修工事仮設構造物設計業務委託

2015 京都府乙訓土木事務所 京都府
乙27通常砂（防安）第1793号の2の2
北川通常砂防（防災安全）業務委託

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）（普通河川桜谷川）

2015
滋賀県甲賀県事務所
建設管理部

滋賀県 平成27年度 第k22-3号 家棟川広域河川改修設計業務委託

2015 滋賀県大津土木事務所 滋賀県 平成27年度 第S105-3号　大石川単独河川改良調査業務委託

2015 奈良県五條土木事務所 奈良県
折立地区　水制工詳細設計委託（防災・安全社会資本整備交付金事業
（地すべり）（南部・東部））

2015 奈良県中和土木事務所 奈良県
宇陀土木管内　土砂災害基礎調査緊急確認測量業務委託
（単独砂防（土砂対策））

2015 葛城市 奈良県 新庄第一健民運動場流域貯留浸透施設測量設計業務委託

2015 葛城市 奈良県 尺土池流域貯留浸透施設測量設計業務委託

2015 奈良県中和土木事務所 奈良県
中和土木管内　土砂災害基礎調査委託（防災・安全（土砂基礎））
繰45-1-委-5・45-1-委-1

2015 兵庫県宝塚土木事務所 兵庫県
総流堤防質第6995－７－Ｓ01号　（二）武庫川水系　相野川
測量及び詳細設計業務

2015 丹波市 兵庫県 河整委第34号　土砂流出対策工事　詳細設計業務

2015 奈良県高田土木事務所 奈良県
葛城川　井堰操作室計画通知および工作物（擁壁）計画通知の
申請書作成委託（臨時単独河川改良事

2015
福岡県久留米県土整備
事務所

福岡県 大刀洗川護岸詳細設計業務委託（2工区）

2015
福岡県南筑後県土整備
事務所

福岡県 返済川箱型函渠工詳細設計業務委託

2015
福岡県飯塚県土整備事
務所

福岡県 碇川　護岸修正設計委託

2015
福岡県八女県土整備事
務所

福岡県 矢部川（北山地区）取付水路設計業務委託

2015 京都府丹後土木事務所 京都府
丹後27総流防統合（防安）第1356号の9の1　平成27年度
佐濃谷川総合流域防災・統合河川(防災・安全)業務委託
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近年の業務実績　＜河川・砂防＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 奈良県宇陀土木事務所 奈良県
麦谷川　法面詳細設計委託（防災・安全社会資本整備交付金事業
（砂防）（南部・東部））

2015 井原市 岡山県 公共下水道　汚水枝線設計業務委託（地盤解析）

2015 生駒市軽井沢町 奈良県
キトラ川　砂防施設施工計画検討業務委託
（単独自然災害防止事業（砂防））

2015
近畿地方整備局木津川
上流河川事務所

三重県 木津川上流域ＵＡＶ（ドローン）映像撮影業務

2014
近畿地方整備局和歌山
河川国道事務所

和歌山県 湊地区護岸補修詳細設計業務

2014 奈良県高田土木事務所 奈良県 31-1-委1　百々川北流　防災・安全交付金事業（砂防）調査委託

2014 兵庫県洲本土木事務所 兵庫県
（二）山田川水系山田川及び（二）岩戸川水系岩戸川
河道改修計画検討業務

2014
滋賀県甲賀県事務所建
設管理部

滋賀県 平成26年度　第K22-4号　家棟川広域河川改修設計業務委託

2014 滋賀県大津土木事務所 滋賀県 平成26年度　第105-1号　大石川単独河川改良設計業務委託

2014 兵庫県神戸土木事務所 兵庫県 県砂防第0-0-S09号　　東ヶ辻3号谷川　調査・設計業務委託

2014 千葉県千葉農業事務所 千葉県 西広堰　護岸復旧検討及び実施設計業務

2014 京都府丹後土木事務所 京都府
丹後27地防対（緊急河川）第1342号の2の3
小西川 地域防災対策（緊急河川整備）業務委託

2014
近畿地方整備局木津川
上流河川事務所

三重県 上野遊水地施設修繕他調査設計業務

2014 兵庫県宝塚土木事務所 兵庫県 （砂）布木川　砂防えん堤詳細設計業務

2014 兵庫県姫路土木事務所 兵庫県 （砂）岡崎川　砂防施設詳細設計業務

2014 京都市建設局 京都府 東高瀬川護岸詳細設計業務委託

2013
近畿地方整備局
福知山河川国道事務所

京都府 由良川下流部河道掘削詳細設計業務

2013
近畿地方整備局
紀南河川国道事務所

和歌山県 維持管理計画資料作成業務

2013 伊根町 京都府 海業第１号　伊根漁港海岸保全施設整備事業に係る測量・地質調査業務

2013 兵庫県養父土木事務所 兵庫県
広域河川　第4102－1－Ｓ04号　（一）円山川水系円山川
護岸詳細設計業務委託

2013
近畿地方整備局
紀伊山地砂防事務所

和歌山県 鳴子谷川堰堤他設計業務

2013
長崎県
農林部農村整備課

長崎県 長崎県農業用ダム耐震性能照査業務委託（五島第2工区）

2013
兵庫県
姫路港管理事務所

兵庫県
老朽化対策　第4099-9-S01号　姫路港　中島　姫路港中島地区
海岸施設設計等業務

2013
近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所

滋賀県 野洲川野洲地区他堤防強化設計業務

2013
京都府
山城南土木事務所

京都府
管内一円　砂防設備等緊急点検調査（防災安全）
【山南25砂緊調（防安）第3999号の2の1】

2013 高砂市 兵庫県 鹿島川・松村川洪水調整及び高潮対策検討業務委託
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2013 奈良県中和土木事務所 奈良県
桜井土木管内　防災・安全交付金事業（効果促進）
業務委託　45－2－委－1

2012
兵庫県
洲本土木事務所

兵庫県
社浸想図　第4020-3-S01号（二）洲本川水系　洲本川
洲本川水系ほか浸水想定区域図作成業務

2012
東北農政局田沢二期農
業水利事業所

秋田県 平成24年度　田沢二期農業水利事業　第二田沢取水口実施設計業務

2012 宮城県東部土木事務所 宮城県 平成23年度311地震災5019－205号　釜谷川水門設計業務委託

2012
近畿地方整備局
木津川上流河川事務所

三重県 木津川流域砂防施設補修設計業務

2012 大阪府茨木土木事務所 大阪府 一級河川　安威川老朽化護岸調査設計委託

2012 兵庫県養父土木事務所 兵庫県
広域河川　第3101－1－Ｓ01号　（一）円山川水系　円山川
河道計画検討業務委託

2012 高砂市 兵庫県 鹿島川・松村川河川整備計画策定業務委託

2012 奈良県宇陀土木事務所 奈良県
宇陀土木事務所管内　地域自主戦略交付金事業（土砂災害基礎調査）
設計委託　2－1－委3

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 厚木市 神奈川県 準用河川善明川水生生物調査委託

2011
近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所

滋賀県 瀬田川砂防老朽化施設補修設計業務

2011
近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

和歌山県 紀の川湊紺屋町地区他堤防耐震補強設計業務

2011 兵庫県豊岡土木事務所 兵庫県 県砂緊急第0－0－Ｓ07号　（砂）轟東谷川　砂防えん堤設計業務等

2011
和歌山県
有田振興局建設部

和歌山県 平成23年度　砂防　第105号　沼地区砂防調査解析設計業務

2011
京都府
山城北土木事務所

京都府
管内一円砂防企画調査業務委託
【山北23砂企調第3999号の2の1】

2010
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 桂上野地区護岸他詳細設計業務

2010
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 大庭地区高規格堤防詳細設計業務

2010
兵庫県加古川土木事務
所

兵庫県
特構第2481-6-S01号　(一)加古川水系　水田川
水田川排水機場長寿命化計画策定業務

2009
近畿地方整備局
姫路河川国道事務所

兵庫県 安黒地区他護岸詳細設計業務

2009
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 津之江地区高規格堤防設計業務

2009
九州地方整備局
筑後川河川事務所

佐賀県 城原川築堤護岸等設計業務

2009
滋賀県高島県事務所
建設管理部

滋賀県 平成21年度　第1820－5号　ガニ川支流補助通常砂防設計委託

2009
福岡県
久留米県土整備事務所

福岡県 大刀洗川河川整備計画検討業務委託

2009
奈良県
奈良土木事務所

奈良県 砂-1-委-2　奈良土木管轄　土砂災害基礎調査（砂防）

2008
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 平成20年度津之江地区高規格堤防検討業務
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近年の業務実績　＜河川・砂防＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2007 兵庫県光都土木事務所 兵庫県 砂防調査第9008-0-S01号　上郡土木管内　土砂災害防止法基礎調査業務

2007 奈良県高田土木事務所 奈良県 繰13ー委7・13ー委1　小金打川　中小河川改修事業(都市河川)設計委託

2007
和歌山県
海草振興局建設部

和歌山県
平成19年度 施設点検第1号
和歌川河川・海岸管理施設耐震点検設計業務

2006
近畿地方整備局
淀川河川事務所

大阪府 津之江地区高規格堤防設計業務

2006
滋賀県甲賀県事務所
建設管理部

滋賀県 平成18年度第340－1号中谷川補助通常砂防設計業務委託

2006
兵庫県加古川土木事務
所

兵庫県
河基(都)第8151-0-S02号　加古川水系別府川
水田川第２工区河川詳細設計業務

2006
福岡県南筑後県土整備
事務所・柳川支所

福岡県
平成18年度指定補助通常第11941－307号
沖端川筋筑紫町地区護岸詳細設計沖端川柳川市筑紫町

2006 大阪府鳳土木事務所 大阪府 土砂災害危険箇所(急傾斜地)調査及び測量委託(その2)

2005 上越市 新潟県 設委　第3号　湯の沢流域土砂対策実施設計(その1)業務　委託

2005
近畿地方整備局
淀川河川事務所

京都府 木津川左岸下流地区護岸詳細設計業務

2005
兵庫県上郡
土地改良事務所

兵庫県 上海第17-502号　海岸保全施設実施設計業務

2005 奈良県郡山土木事務所 奈良県 1-2-委-6　地蔵院川　総合治水対策事業(都市河川)

2005 大阪府鳳土木事務所 大阪府 土砂災害危険箇所(急傾斜地)調査及び測量委託(その2)
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