
近年の業務実績　＜上下水道＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2015 京都市上下水道局 京都府 洛西専用送水幹線配水管布設に伴う測量及び基本設計委託

2015 井手町 京都府 井手町水道事業計画変更業務委託

2015 五泉市 新潟県 第24号　村松配水区　配水管新設詳細設計業務委託

2015 君津広域水道企業団 千葉県
改委第１号
十日市場浄水場薬品沈でん池耐震補強工事実施設計業務委託

2015 千葉県水道局施設整備センター 千葉県 成田給水場高架水槽内面修理設計業務委託

2015 神奈川県企業庁津久井水道営業所 神奈川県 企津第809号　荒句橋水管橋設計業務委託

2015 島原市 長崎県 杉谷地区送配水管布設実施設計業務委託

2015 宇治市 京都府 槇島関連面整備（十六）実施設計業務委託

2015 豊中市 大阪府 平成27年度原田排水区外管渠改築実施設計業務委託

2015 和歌山市 和歌山県 亀の川第１排水区・毛見排水区基本設計業務委託

2015 高槻市 大阪府
平成27年度高槻市
浸水被害軽減事業に伴う雨水貯留施設基本設計業務委託その2

2015 逗子市 神奈川県 管路長寿命化計画策定に伴う調査・診断業務委託

2015 船橋市 千葉県 長寿命化対策実施設計業務委託（その1）

2015 福岡市 福岡県 西部水処理センター重力濃縮設備外更新実施設計業務委託

2015 東広島市 広島県
平成27年度東広島市公共下水道事業大沢中継ポンプ場
耐震診断調査業務委託

2014 京都市上下水道局 京都府 京北中部簡易水道実施設計(その4)業務委託

2014 岸和田市 大阪府 下野町下水ポンプ場耐震実施設計業務委託

2014 船橋市 千葉県 KT6 藤原地区管渠実施設計業務委託（その2）

2014 宮城県中南部下水道事務所 宮城県 平成26年度 大和浄化センター設備長寿命化詳細設計業務委託

2014 南丹市 京都府 6下水委第1号 平成26年度 南丹市下水道総合地震対策計画策定業務

2014 大阪府南部流域下水道建設事務所 大阪府 南大阪湾岸流域下水道 岸和田貝塚幹線外 管渠診断委託（H26-1）

2014 川崎市 神奈川県 中原区下水幹線実施設計委託第15号

2014 千葉県水道局施設整備センター 千葉県 印旛系1・3号調圧水槽耐震補強設計業務委託

2014 大阪府南部流域下水道建設事務所 大阪府
南大阪湾岸流域下水道
南部水みらいセンター運転操作設備実施設計委託

2014 厚木市 神奈川県 平成26年度 公共下水道実施設計委託（その1）

2014 三宅町 奈良県 三宅町公共下水道長寿命化計画策定業務
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近年の業務実績　＜上下水道＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2014 埼玉県荒川右岸下水道事務所 埼玉県 右岸流域処理場（川越）塩素混和池ほか耐震化設計業務委託

2014 有田川町 奈良県 平成26年度 町単第14号 有田川町水道事業変更認可申請業務

2013 大阪広域水道企業団 大阪府 送水管布設実施設計委託（庭窪万博系統連絡管・守口市ほか）

2013
京都市上下水道局
技術監理室地域事業課

京都府 京北中部簡易水道実施設計（その3）業務委託

2013 有田川町 和歌山県 平成25年度　町単第11号　有田川町配水池耐震診断設計業務

2013 兵庫県加東土木事務所 兵庫県
当該　第5004－0－Ｓ04号　西脇幹線他
人孔耐震補強及び液状化対策詳細設計業務

2013 京丹後市 京都府 京丹後市下水道管渠耐震診断業務　２５京丹下公委第１－２号

2013 青森市 青森県 青森市公共下水道の効率的な整備手法検討業務委託

2013 三郷町 奈良県 平成25年度　三郷町水質改善下水道施設基本設計業務（信貴山）

2013 福岡県流域下水道事務所 福岡県 馬市幹線管渠詳細設計（2工区）業務委託

2013 神奈川県企業庁寒川浄水場 神奈川県
企寒第16号　寒川浄水場耐震補強詳細設計業務委託
（送水ポンプ井）

2013 宮城県中南部下水道事務所 宮城県 阿武隈川下流流域下水道長寿命化（設備）詳細設計業務委託

2013 姫路市 兵庫県 大塩西排水ポンプ場基本設計業務委託

2012 奈良市 奈良県 口径800粍配水管布設工事（シールド工事）に伴う設計業務委託

2012 和歌山市 和歌山県 湊紺屋町３丁目～西布経丁２丁目連絡管布設実施設計業務委託

2012 奈良県水道局広域水道センター 奈良県 桜井浄水場沈澱池等構造物補修工事に伴う実施設計

2012 酒田市 山形県
平成24年度
酒田市公共下水道合流浸水対策事業基本設計業務委託

2012 京丹後市 京都府
24京丹下公委第1－2号　峰山・大宮処理区
下水道管渠基本・詳細設計業務

2012 和歌山市 和歌山県 浸水想定区域図策定業務委託

2012 大阪府東部流域下水道建設事務所 大阪府
寝屋川流域下水道
寺島集水区合流改善施設実施設計委託（Ｈ24－1）

2011 佐用町 兵庫県 佐水委第20号　久崎地区上下水道管移設詳細設計業務委託

2011 大阪広域水道企業団 大阪府 連絡管布設実施設計委託（守口北分岐・寝屋川市）

2011 有田川町 和歌山県
平成23年度　町単第7号
金屋簡易水道緊急連絡管整備詳細設計業務

2011 名張市 三重県
名張市公共下水道事業（中央処理区）管渠詳細設計業務委託
（名張第1処理分区その11）

2011 田辺市 和歌山県 平成23年度　都下水委託　第1号　背戸川都市下水路測量設計業務

2011 井原市 岡山県 公共下水道汚水枝線　実施設計等業務委託
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年度 発注機関 業務場所 業務名称

2011 大山崎町 京都府 23入札第33号　下水道長寿命化計画策定業務委託

2011 京丹波町 京都府
23－Ｂ15Ｗ　平成23年度　和知統合簡易水道事業
（仮称）大簾地区水道補償施設測量設計業務

2010 大阪広域水道企業団 大阪府 送水管布設実施設計委託（藤井寺長吉バイパス送水管）

2010
埼玉県企業局
第一水道整備事務所

埼玉県 22水一第108号大久保浄水場西部系樋管耐震補強実施設計業務委託

2010 和歌山市 和歌山県 中之島及び名草分区浸入水調査業務委託

2010 兵庫県姫路土木事務所 兵庫県 揖保川浄化センター　Ａ系沈砂池No.１水路設備改築詳細設計

2010
京都市上下水道局
下水道部計画課

京都府 有栖川第2・第4排水区雨水排水緊急計画策定業務委託

2010 香芝市 奈良県
香芝市下水道長寿命化計画策定に伴う基礎調査業務委託
（西真美地区）

2010
京都市上下水道局
下水道部計画課

京都府 雨水流出抑制対策検討業務委託

2009
京都市上下水道局
技術監理室地域事業課

京都府
京北地域水道再整備事業
京北中部簡易水道事業変更認可設計業務委託

2009 呉市 広島県 平原東部幹線設計業務委託

2009 京都府立植物園 京都府 京都府立植物園配管設備工事実施設計業務

2009 兵庫県西宮土木事務所 兵庫県 猪名川流域下水道管路耐震診断業務委託

2009 平群町 奈良県 公共第21-10号　平群町流域関連公共下水道事業計画変更業務

2009 宇治市 京都府
21排改委－5
流域貯留浸透施設設置事業に伴う基本計画策定業務委託

2009 京都府土地改良事業団体連合会 京都府 佐濃南地区管路施設実施設計業務その1

2008 木津川市 京都府 20水58　平成20年度木津川市配水池耐震診断調査業務委託

2008 東京都水道局 東京都 都立日比谷公園外52箇所応急給水施設耐震診断委託

2008 和泉市 大阪府 補修工事　坪井配水池他耐震診断業務委託

2008 京都府文化環境部 京都府 20水道広調共第1号　水利権申請資料作成業務委託

2008 日本下水道事業団 京都府 平成20年度　加茂市浄化センター実施設計業務委託

2008 新見市 愛媛県
平成19年度特定環境保全公共下水道事業
管渠詳細測量・設計業務(第2工区)

2008 諌早市 長崎県 宇都地区外下水管渠実施設計業務委託

2008 豊中市 大阪府 平成20年度猪名川流域下水道原田処理場管路施設耐震診断業務委託

2008 河合町 奈良県 第　委ー3号　河合町公共下水道長寿命化基本計画策定委託業務

2007 広島市水道局 広島県 緑井浄水場沈でん池ほか耐震診断調査業務
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近年の業務実績　＜上下水道＞関連

年度 発注機関 業務場所 業務名称

2007 長岡京市 京都府 東浄水場施設耐震診断調査業務委託

2007 奈良市 奈良県
市内歌姫町地内
口径800粍配水本管布設工事(水管橋)に伴う設計業務委託

2007 岩国市 山口県 委託第22号　梅が丘団地・トーヨド団地管きょ調査業務

2007 里庄町 岡山県 里公下-委第３号　詳細設計業務

2007 生駒市 奈良県 喜里が丘1・3丁目他１箇所流量調査・TV調査及び解析業務委託

2007 福岡県直方県土整備事務所 福岡県 幹線管渠基本設計業務委託

2007 三宅町 奈良県 三宅町流域関連公共下水道事業計画変更認可業務

2006 長岡京市 京都府 東第2浄水場施設耐震診断調査業務委託

2006 京丹後市 京都府
京丹水簡18委第5－1号
平成18年度　弥栄町中央簡易水道変更認可設計業務

2006 有田川町 和歌山県 平成18年度町単第1号-48号浄水場送水ポンプ増設設計業務委託

2006 福崎町 兵庫県 下水道公共委託第4号 山崎地区下水道面整備管渠詳細設計業務委託

2006 甲賀市 滋賀県 平成18年度第233号牧・勅旨地区幹線設計業務委託

2006 神戸市 兵庫県
東部・中部・北地区雨水幹枝線改良工事(前期)設計業務委託
[単価契約]

2006 湖南市 滋賀県 湖南市公共下水道事業三雲工区設計業務委託

2006 香芝市 奈良県 真美ヶ丘地区公共下水道管渠劣化診断業務(Aブロック)

2006 広島県土地改良事業団体連合会 広島県 高地長屋地区営農飲雑用水施設整備　施設設計業務

2005 京都市 京都府 別所・百井簡易水道実施設計業務委託

2005 奈良市 奈良県
市内歌姫町～押熊町地内
口径800耗配水本管布設に伴う調査業務委託

2005
京都市上下水道局
下水道部設計課

京都府 公共下水道管渠実施設計(その19)委託

2005 井原市 岡山県 公共下水道汚水幹線及び汚水枝線実施設計等業務委託

2005 東広島市 広島県
平成17年度　東広島市公共下水道事業
飯田地区汚水管渠詳細設計業務（東17-1）

2005 三郷町 奈良県
平成17年度三郷町立野汚水中継ポンプ場築造工事に伴う
耐震診断調査業務
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