
近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2018 北斗市 追分８号線道路改良工事測量設計委託業務
道路予備設計,現地測量,路線測量,用地測
量,３級基準点測量,土質調査

2018
北海道 十勝総合振興
局

農道特対　中陸別地区　調査設計１業務
３級基準点測量,路線測量,農道基本設計,
農道実施設計

2018
北海道開発局 留萌開
発建設部

産士地区　環境モニタリング調査業務 水質調査,流量観測,水質分析,環境調査

2018
北海道 空知総合振興
局

実施計画　三笠地区　調査設計１業務 排水路構想設計,事業効果検証

2018
北海道 後志総合振興
局

水利施設　余市川第１地区　調査設計１業務
路線測量,現地測量,頭首工機能診断,機能
保全対策工設計

2018
北海道開発局 釧路開
発建設部

別海北部地区　用水路末端施設中春別西工区設
計等業務

肥培施設設計,4級基準点測量,現地測量,
用地測量,ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査,解析等調査

2018
北海道 胆振総合振興
局

経営体　豊共第２地区　調査設計５業務 ほ場測量,ほ場整備設計,ポンプ場設計

2018 北海道 留萌振興局 農地防災　小川ため池外１地区　調査設計１業務
路線測量,現地測量,GISデータ作成,ボー
リング調査,標準貫入試験,耐震診断

2018 北海道 留萌振興局 水利施設　古丹別地区　調査設計１業務
路線測量,現地測量,用水路設計,排水路設
計,函渠設計

2018 北海道 留萌振興局 防災ダム　樽真布第２地区　調査設計１業務 路線測量,防災ダム改修設計

2018
北海道 空知総合振興
局

実施計画　三の沢第１外２地区　調査設計１業務
路線測量,現地測量,ボーリング調査,土質
試験及び解析,ため池耐震診断

2018
北海道 空知総合振興
局

実施計画　宝池地区　調査設計１業務
機能診断,各種調査（目視,ｺﾝｸﾘｰﾄ強度,鉄
筋探査,中性化）

2018
北海道 渡島総合振興
局

実施計画　第３元町地区　設計１業務 概略測量,ＧＩＳデータ作成,調査計画

2018
北海道開発局 留萌開
発建設部

更岸地区　環境モニタリング調査業務
水質調査（採水・分析）,流量観測,土壌
調査,環境調査

2018
北海道 オホーツク総
合振興局

経営体　女満別豊住１期地区　調査設計１業務
2級基準点測量,3級基準点測量,路線測量,
現地測量,土質試験,農道設計,橋梁設計

2018 北海道 石狩振興局 経営体　新篠津北地区　調査設計３業務
3級基準点測量,3級水準測量,路線測量,ほ
場測量,用水路設計,排水路設計,ほ場整備
設計,暗渠排水設計

2018
北海道開発局 網走開
発建設部

網走川中央地区　西幹線用水路その３設計等業務
基準点測量(2級,4級),現地測量,路線測
量,ボーリング調査, 解析等調査,開水路
設計,落差工設計

2018 北海土地改良区
機能保全計画策定事業　二幹川第３地区　二幹川
３揚水機場　機能保全計画策定業務

ボーリング調査,標準貫入試験,土質試験,
機能診断調査,機能診断設計,耐震診断
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2018 月形町 ため池ハザードマップ作成業務 農業用ため池ハザードマップ作成

2018 白老町 バンノ沢川砂防工実施設計業務委託 立木調査,基礎工詳細設計

2018 厚岸町
フッポウシ川・西フッポウシ川土砂生産源対策現地
調査及び西フッポウシ川下流域土砂生産源対策施
設実施設計業務

渓間測量,山腹工設計,渓間工設計,側溝工
設計,側溝流末工設計

2018 長沼町 富士戸１号堰堤測量調査設計委託業務
4級基準点測量,地形測量,路線測量,高水
流出解析,護岸詳細設計,樋門詳細設計

2018 厚岸町 別寒辺牛川水系河川調査業務
イトウ産卵床調査,魚介類調査,水文調査,
水質調査

2018 別海町 矢臼別演習場長期モニタリング調査業務委託
産卵床調査,稚魚降下調査,魚介類調査,水
文調査（雨量,水位,流量,濁度）,深浅測
量,水質調査

2017
北海道開発局 札幌開
発建設部

北海地区 北海幹線用水路岩見沢工区外
数量計算業務

積算参考資料作成

2017
北海道開発局 札幌開
発建設部

道央用水（三期）地区 道央注水工外数
量計算業業務

積算参考資料作成

2017
北海道開発局 留萌開
発建設部

更岸地区　環境モニタリング調査業務
水質調査，流量観測，ピートサンプリン
グ，総合解析

2017
北海道開発局 留萌開
発建設部

産士地区　環境モニタリング調査業務
水質調査，流量観測，シジミ貝生息調
査，鳥類相調査

2017
北海道開発局 留萌開
発建設部

産士地区 西雄信内工区農地保全工設計
等業務

測量調査，ほ場整備実施設計，暗渠排水
設計

2017
北海道 空知総合振興
局

実施計画　宝池地区　調査設計１業務
機械ボーリング，標準貫入試験，室内土
質試験，解析等調査，路線測量，ため池
の耐震性診断解析

2017
北海道 空知総合振興
局

実施計画　峰延地区　調査設計１業務
施設長寿命化計画策定（機能診断），耐
震化対策整備計画策定

2017
北海道 空知総合振興
局

経営体 鶴城一期外１地区 調査設計４
業務

ほ場整備測量，ほ場整備実施設計，排水
路設計

2017
北海道 後志総合振興
局

水利施設 余市川第１地区 調査設計１
業務

機能診断（鉄筋探査），地形測量，応用
測量，頭首工機能保全対策工実施設計，
水門設備実施設計

2017
北海道 後志総合振興
局

実施計画　余市川第２地区　設計１業務
測量調査、GISデータ作成、地域調査，工
種計画調査，営農計画，経済効果，計画
概要作成

2017
北海道 胆振総合振興
局

畑地帯（育成） 追分地区 調査設計６１
業務

基準点測量，地形測量，路線測量，営農
飲雑用水施設実施設計

2017
北海道 渡島総合振興
局

経営体　木古内地区　調査設計２業務
用水路測量設計（開水路），区画整理測
量設計（整地工・暗渠排水）
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2017 北海道 檜山振興局 農地防災　大富地区　設計１業務
ポンプ改修，水管理制御設備実施設計，
排水路実施設計

2017
北海道 上川総合振興
局

実施計画　開明地区　調査１業務
機能診断調査，施設長寿命化計画策定，
堤体変位測量

2017 北海道 留萌振興局 実施計画　樽真布第２地区　設計１業務
路線測量，調査計画，一般構造物設計
（法面工，雪崩予防施設）

2017
北海道 十勝総合振興
局

畑地帯（育成） 清舞地区 調査設計２業
務

基準点測量，路線測量，土質試験，路盤
厚調査，用地調査，農道実施設計

2017 浦臼町
農村地域防災減災事業 ため池防災ハ
ザードマップ作成業務

ため池ハザードマップ作成

2017 厚岸町
西フッポウシ川上下流域 土砂生産源対
策施設実施設計業務

渓間測量，立木調査，土質試験，山腹工
設計，渓間工設計

2017 上富良野町
南部地区 土砂流出対策工事(ベベルイ
川)実施設計委託業務

測量調査，渓流保全工詳細設計

2017 別海町
矢臼別演習場障害防止事業 矢臼別演習
場モニタリング調査業務

水文調査（雨量・水位・流量・濁度），
河川測量（深浅測量）

2016
北海道開発局 留萌開
発建設部

産士地区　環境モニタリング調査業務
基礎資料収集，調査計画，水質調査，流
量観測，鳥類調査，シジミ貝生息調査

2016
北海道 後志総合振興
局

農地防災　大和地区　地質調査１
機械ボーリング，地すべり調査，安定解
析

2016
北海道開発局 札幌開
発建設部 深川農業事
務所

樺戸（二期）地区 水利協議資料作成業
務

水利協議資料作成

2016 北海道 留萌振興局 農業農村 樽真布地区 設計１ 機能診断調査，長寿命化計画策定

2016 北海道 檜山振興局 実施計画　大富地区　設計１
計画樹立，地域調査，工種計画調査，営
農計画，経済効果，計画概要作成

2016
北海道 後志総合振興
局

実施計画 余市川第１地区 設計１
計画樹立，地域調査，工種計画調査，営
農計画，経営償還率の算定，経済効果

2016 北海道 石狩振興局 経営体 武田地区 設計４ 事業効果検証

2016
北海道 渡島総合振興
局

経営体 木古内地区 調査設計６１
用水路設計，排水路設計，区画整理，整
地工

2016 北海道 留萌振興局 水利施設 古丹別地区 調査設計１
パイプライン設計，水路横断設計，土留
工設計

2016
北海道開発局 釧路開
発建設部

根室地区 根室６号幹線配水管路設計業
務

パイプライン設計，既設水道管調査
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2016 北海道 石狩振興局 経営体 中小屋西地区 設計１ パイプライン設計

2016
北海道 胆振総合振興
局

経営体 豊共第２地区 調査設計６１
ほ場整備実施設計，暗渠排水設計，送水
管路設計

2016
北海道開発局 稚内開
発建設部 稚内農業事
務所

ポロ沼地区 狩別地域農地保全工設計等
業務

暗渠排水設計，不陸整正設計，障害物除
去設計

2016
北海道 十勝総合振興
局

畑地帯（育成） 清水松沢地区 調査設計
６１

資料調査，農道実施設計，橋梁実施設計

2016
北海道 空知総合振興
局

経営体 西三川地区 調査設計６１ 用水路設計，揚水機場設計，排水路設計

2016 北海道 石狩振興局 経営体 新高倉地区 調査設計１
ほ場整備実施設計，暗渠排水設計，客土
設計

2016 新冠町 美宇地区 各戸給水管路調査設計業務委託 営農用水（各戸給水） 設計

2016 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事基本計画
（玉川・楓沢流域）作成業務委託

土砂生産源対策基本計画，砂防調査，砂
防計画

2016 上富良野町 南部地区土砂流出対策実施設計委託業務
渓流保全工設計，土留棚工設計，急傾斜
崩落防止予備設計

2016 中富良野町 冷水川改修工事調査設計委託
箱形凾渠設計，護岸詳細設計，土留工設
計

2016 白老町 バンノ沢川砂防工実施設計業務委託
ボーリング調査，立木調査，砂防堰堤詳
細設計

2016 厚岸町
別寒辺牛川・西フッポウシ川上流 土砂生
産源対策施設実施設計業務

渓間工設計，流路工設計，山腹工設計

2016 上富良野町
南部地区土砂流出対策測量・調査設計委
託業務

河川災害復旧設計

2016 別海町 矢臼別演習場モニタリング調査業務委託 水文調査（雨量・水位・流量・濁度）

2015
北海道 空知総合振興
局

実施計画 峰延地区 調査設計１
機械ボーリング，標準貫入試験，室内土
質試験，解析等調査，耐震性診断解析

2015
北海道 後志総合振興
局

機能保全計画 余市川地区 調査１
機能診断調査，コンクリート強度調査，
中性化深さ調査，ゲート設備診断

2015
北海道 上川総合振興
局

機能保全計画 西原揚水幹線外１地区 調
査設計１

機能診断調査，カメラ調査

2015
北海道開発局 留萌開
発建設部

産士地区　環境モニタリング調査業務
水質調査，鳥類調査（鳥類相調査：定点
調査）

4/12



近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2015
北海道 空知総合振興
局

経営体 西南８丁目地区 設計２ 事業実績とりまとめ，事業効果検証

2015
北海道 胆振総合振興
局

通作条件（一般農道） 富岡地区 設計１ 事業効果検証

2015
北海道 後志総合振興
局

経営体 宿内地区 調査設計１ 用水路設計，排水路設計

2015 北海道 留萌振興局 水利施設 沖内地区 調査設計１ ダム附帯工設計

2015 北海道 日高振興局
畑地帯（営農用水） 美宇地区 調査設計
１

導水路管設計

2015
北海道 空知総合振興
局

経営体 継立北部地区 調査設計４１
ほ場整備設計，暗渠排水設計，農道設
計，ポンプ場設計

2015 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

渓間工事設計

2015 中富良野町 冷水川改修工事調査設計委託 箱形凾渠設計、護岸設計

2015 白老町 バンノ沢川砂防工実施設計業務委託 砂防堰堤設計

2015 厚岸町 別寒辺牛川水系河川調査業務 水文・水質調査，河川水辺環境調査

2014
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸（二期）地区 河川協議図書作成等
業務

河川協議図書作成，関連施設管理規程
（案）の作成

2014
北海道開発局 帯広開
発建設部 帯広農業事
務所

士幌西部地区　排水路環境調査業務
魚類調査，植物調査（植物相調査），植
物調査（群落組成調査）

2014
北海道 後志総合振興
局

実施計画 大和地区 地質調査１
機械ボーリング，標準貫入試験，地すべ
り調査解析

2014 北海道 留萌振興局 実施計画 三渓ダム地区 設計１
コンクリートダム機能診断調査，機能保
全計画策定

2014 北海道 留萌振興局 実施計画 沖内地区 設計１
計画樹立，地域調査，工種計画調査，営
農計画，経済効果調査，計画概要作成

2014 北海道 日高振興局 実施計画 美宇地区 設計１ 営農用水事業計画樹立

2014 てしおがわ土地改良区
平成２６年度 小水力等農村地域資源利
活用促進事業（案件形成支援事業） て
しおがわ地区　１工区

小水力発電建設に伴う案件形成

2014
北海道 渡島総合振興
局

経営体 渡島東部地区 調査設計６１業務 用水路実施設計，土留工
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2014
北海道 空知総合振興
局

農地防災 三笠地区 調査１ ため池耐震性点検・調査

2014
北海道 空知総合振興
局

経営体 西三川地区 調査設計６６ 揚水機場設計，揚水機場基礎機能診断

2014
北海道 空知総合振興
局

広域用水管理対策 岩見沢地区 調査設計
１

揚水機場撤去設計，軟弱地盤解析

2014
北海道 空知総合振興
局

経営体 大富第２地区 調査設計４２ ほ場整備設計

2014
北海道 上川総合振興
局

経営体 剣淵中央地区 調査設計２１ 暗渠排水設計

2014
北海道 オホーツク総
合振興局

畑地帯（支援） 置戸地区 調査設計６２ 道路計画実施設計

2014
北海道開発局 釧路開
発建設部 釧路農業事
務所

美留和地区 農地保全工拓北工区設計等
業務

ほ場整備設計，暗渠排水設計

2014 厚岸町
フッポウシ川流域土砂生産源対策現地調
査業務

土砂生産源対策現地調査

2014 別海町 矢臼別演習場モニタリング調査業務委託 水文調査（雨量，水位，流量，濁度）

2014 長沼町 富士戸川改修工実施設計委託業務 護岸詳細設計

2014 厚岸町
フッポウシ川流域土砂生産源対策施設実
施設計業務

法面保護工，ダム工，流路工

2013
北海道 空知総合振興
局

農地防災 継立ため池地区 調査６１
機械ボーリング，標準貫入試験，シン
ウォールサンプリング，室内土質試験，
解析等調査

2013 北海道 留萌振興局 実施計画 九重第１外１地区 設計１ 機能診断調査，機能保全計画策定

2013
北海道開発局 帯広開
発建設部 帯広農業事
務所

士幌西部地区　農業排水路環境調査業務
魚類調査，植物調査（植物相調査），植
物調査（群落組成調査）

2013
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸（二期）地区 河川協議図書作成業
務

河川協議図書作成，管理規程（案）作成

2013
北海道 空知総合振興
局

経営体 新赤川東地区 設計１ 事業実績とりまとめ，事業効果検証

2013
北海道 空知総合振興
局

広域用水管理対策 岩見沢地区 計画樹立
１

用水施設撤去計画

2013
北海道 上川総合振興
局

実施計画 東神楽幹線地区 設計１ 調査計画設計遊水池，幹線
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2013 てしおがわ土地改良区
平成２５年度 小水力等農村地域資源利
活用促進事業（概略設計支援事業）

調査計画小水力発電予備調査

2013
北海道 胆振総合振興
局

経営体 豊共第１地区 調査設計６１ 排水路設計，函渠工基礎設計

2013
北海道 空知総合振興
局

経営体 上幌向地区 設計３ 揚水機場設計

2013
北海道開発局 釧路開
発建設部

根室地区 根室６号幹線配水管路設計等
業務

パイプライン設計

2013
北海道開発局 札幌開
発建設部 札幌北農業
事務所

篠津中央二期地区 旧石狩川頭首工撤去
数量計算業務

積算参考資料作成

2013
北海道 後志総合振興
局

中山間 中の川地区 調査設計４ ほ場整備設計，暗渠排水設計

2013
北海道 十勝総合振興
局

草地整備 足寄地区 調査設計１ 雑用水設計

2013
北海道開発局 釧路開
発建設部 釧路農業事
務所

美留和地区 農地保全工西２号西工区設
計等業務

不陸整正，障害物除去，暗渠排水

2013
北海道 空知総合振興
局

経営体 大富第２地区 調査設計１ ほ場整備設計

2013 中富良野町 冷水川改修工事調査設計委託 河川計画，護岸予備設計，護岸詳細設計

2013 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

水文調査（雨量・水位・流量他），水質
分析，底質分析，流砂量調査，産卵床調
査，稚魚降下調査，魚介類調査

2013 厚岸町 別寒辺牛川水系河川調査業務
イトウ生態産卵床調査，イトウ稚魚降下
調査，降雨影響調査，水・底質調査，流
砂量調査

2013 上富良野町
南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ
川）委託業務

渓流保全工，魚類調査

2012
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸（二期）地区外１地区 河川協議図
書等作成業務

河川協議図書作成

2012
北海道開発局 留萌開
発建設部

更岸地区　環境調査業務
植物調査，魚類調査，底生動物調査，水
質調査

2012
北海道開発局 帯広開
発建設部

利別川左岸地区外１地区 農業排水施設環
境調査業務

水質調査，環境調査（植生・鳥類・魚
類・両生類・爬虫類・昆虫類）

2012 北斗市 市渡小学校体育館地質調査委託 機械ボーリング，標準貫入試験

2012
北海道 後志総合振興
局

農地防災 下梨野舞納地区 設計１ 事業効果算定
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2012
北海道 後志総合振興
局

実施計画 倶知安中央第２地区 計画樹立
１

地域調査，工種計画調査，営農計画，経
済効果，計画概要作成

2012
北海道 空知総合振興
局

水利施設 恵岱別 実績調査１ 事業実績取りまとめ，事業効果算定

2012
北海道 十勝総合振興
局

畑地帯（支援） 古舞地区 委託１業務 事業効果検証

2012
北海道 空知総合振興
局

経営体 清幌 調査設計３４ 揚水機場設計，ポンプ設計

2012
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸（二期）地区外１地区 ラウネナイ川
注水工外設計等業務

頭首工設計，管水路設計

2012
北海道 上川総合振興
局

水利施設 川南地区 委託１調査
ため池設計（余水吐・放水路工・管理
橋）

2012
北海道 オホーツク総
合振興局

畑地帯（支援） 常呂豊川地区 調査３ 排水路実施設計，暗渠工実施設計

2012
北海道 空知総合振興
局

経営体 新赤川東 調査設計３１
ほ場整備設計，暗渠排水設計，用排水路
設計

2012 北海道 石狩振興局 経営体 中小屋地区 委託１
パイプライン実施設計，ほ場整備実施設
計，用排水路実施設計

2012 北海道 檜山振興局 中山間 厚沢部地区 委託１業務 ほ場整備設計，暗渠排水設計，客土設計

2012
北海道 渡島総合振興
局

経営体 白川地区 委託４業務 ほ場整備実施設計，用排水路実施設計

2012 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

水文調査（雨量･水位･流量･濁度），流量
観測，水質調査（水質分析･底質分析･流
砂量），産卵床調査，稚魚降下調査

2012 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
（その２）業務委託

砂防調査，砂防計画，渓間工事設計

2012 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事魚介類調
査業務委託

道路環境調査動物

2012 厚岸町
別寒辺牛川水系トライベツ川流域嵐山道
土砂生産源対策実施設計業務

山腹工事設計

2012 北斗市
八軒家通線道路改良舗装工事測量設計委
託

道路測量設計（地盤改良等含む）

2011
北海道開発局 札幌開
発建設部

恵庭北島地区　環境配慮調査等業務
魚類調査，両生類調査，爬虫類調査，昆
虫類調査，底生動物調査，植物調査

2011
北海道開発局 網走開
発建設部 北見農業事
務所

東地区　環境調査等業務
植物調査，鳥類調査，昆虫類調査，底生
動物調査，水質調査
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2011
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸地区外１地区 河川協議図書等作成
業務

河川協議図書作成

2011
北海道開発局 札幌開
発建設部

石狩川中下流地域　用水施設等調査業務 機能診断調査

2011
北海道 胆振総合振興
局

一般農道（一般） 富岡地区 調査計画１ 調査計画農道

2011
北海道 十勝総合振興
局

畑総（支援：一般） 上音更地区 委託１
業務

事業効果検証

2011 北海道 石狩振興局 経営体 新高倉地区 委託２ 事業効果検証

2011
北海道 オホーツク総
合振興局

かんがい排水（明渠） 常呂地区 調査２ 排水路実施設計，暗渠工実施設計

2011 岩見沢市 大正池調査設計業務 ため池改修設計，用水路実施設計

2011 てしおがわ土地改良区
平成23年度 剣淵・和寒・上士別地区 剣
和頭首工ディスクスクリーン調査設計業
務

ディスクスクリーン調査設計

2011
北海道開発局 札幌開
発建設部 札幌北農業
事務所

当別地区　揚水機場附帯施設設計等業務 揚水機場附帯施設設計

2011
北海道 空知総合振興
局

経営体 沼東 調査設計５２
ほ場整備設計（整地工、暗渠排水），用
水路設計（管路）

2011 北海道 石狩振興局 経営体 武田地区 委託１
パイプライン実施設計，ほ場整備実施設
計，暗渠排水実施設計，客土実施設計

2011 北海道 留萌振興局
草地整備（担い手中核） オロロン北地区
１委託

起伏頻度調査，暗渠排水設計

2011 北海道 日高振興局 中山間 日高幌別地区 調査設計４ 土取場調査，客土設計

2011 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

水文調査，土質試験・水質試験，砂防調
査，砂防計画，渓間工事設計

2011 厚岸町
別寒辺牛川水系トライベツ川流域土砂生
産源対策実施設計業務

土質試験，山腹工事設計，渓間工事設計
（渓間工，流路工）

2011 上富良野町
南部地区土砂流出対策工事（ベベルイ
川）災害設計調査委託業務

災害復旧工事設計（河川）

2011 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
（その２）業務委託

水文調査（雨量・水位・流量他），水質
分析，底質分析，流砂量調査，産卵床調
査，水温調査

2011 北斗市
市渡第２号線道路改良工事測量設計委託
その２

取水施設詳細設計
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2010
財団法人 札幌市下水
道資源公社

再生土による菜の花試験栽培調査業務
収量調査，菜の花生育調査，土壌分析調
査

2010
北海道開発局 帯広開
発建設部

茂発谷地区外２地区　予防保全検討業務
関係資料収集及び修正，排水路敷地内調
査

2010
北海道開発局 網走開
発建設部 北見農業事
務所

北見地区　環境調査等業務
魚類調査，植物調査，昆虫調査，底生動
物調査，水質分析

2010 てしおがわ土地改良区
平成２２年度 国営造成施設管理体制整備
促進事業（予防保全対策事業） 上士別地
区他１ 保全計画書作成業務

機能診断調査

2010
北海道 空知総合振興
局

ため池 岩幌中 計画樹立1
地域調査，営農計画，経済効果，計画概
要作成

2010
北海道 空知総合振興
局

経営体 青葉 調査設計４
用水路実施設計，排水路実施設計，暗渠
排水実施設計

2010
北海道 胆振総合振興
局

経営体育成（面的集積） 豊沢地区 調査
設計５

排水路設計，合流工設計，橋梁設計，函
渠工設計

2010 北海道 石狩振興局 経営体新高倉北地区委託１ ほ場整備実施設計、客土実施設計

2010
北海道 胆振総合振興
局

基幹農道（農道保全） 厚真南部地区 調
査設計１

道路基本設計（農道計画，軟弱地盤技術
解析）

2010
北海道 空知総合振興
局

経営体 杵臼南部 調査設計５ 揚水機場設計，送水管水路実施設計

2010
北海道 空知総合振興
局

経営体 沼西 調査設計１ ほ場整備設計，用排水路設計

2010 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
（その２）業務委託

水文調査，地質調査，水質調査，砂防調
査・計画

2010 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

風蓮湖堆積物調査（室内土質試験），砂
防えん堤詳細設計

2010 厚岸町 別寒辺牛川水系河川調査業務
雨量･水位･流量･水温･濁度･流砂量調査，
水質･底質分析，護岸予備設計

2010 上富良野町
南部地区土砂流出対策工事生産源対策調
査等委託業務

砂防調査（出産源対策）

2009 南長沼土地改良区
平成２１年度 南長沼甲幹線用水路 機
能診断業務

幹線用水路機能診断

2009
財団法人 札幌市下水
道資源公社

再生土による菜の花試験栽培調査業務 菜の花生育調査，土壌分析

2009 北斗市 公共下水道地質調査委託その２ ボーリング調査，土質試験
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2009
北海道開発局 旭川開
発建設部 旭川農業事
務所

とうま地区　河川協議資料作成業務 河川協議資料作成

2009 北海道 石狩支庁 経営体 西高倉地区 委託５９ 事業効果検証

2009 北海道 留萌支庁
基幹水利施設 築別地区（外１） １委
託

頭首工設計，施設機械設備設計，擁壁工
設計

2009
北海道開発局 釧路開
発建設部

別海南部地区 風配３号用水路上風蓮工
区設計等業務

パイプライン設計，ボーリング調査，室
内試験

2009 北海道 空知支庁 経営体 札豊 調査設計３
用水路設計，排水路設計，暗渠排水設
計，ほ場整備設計

2009 北海道 十勝支庁
畑総(支援：営農用水)第２トラリ地区委
託１業務

営農飲雑用水配水管設計，取水施設設
計，浄水施設設計，水管橋（橋梁添架）
設計

2009 北海道 石狩支庁 経営体 新高倉北地区 委託１
農業用用排水実施設計（用水），区画整
理

2009 北海道 渡島支庁 防災ダム 南部坂地区 委託１業務 南部坂ダム放水路トンネル内調査

2009 厚岸町
別寒辺牛川水系 河川調査業務（その
２）

水文調査，水質調査，魚介類調査

2009 猿払村
平成２０年度 鬼志別演習場土砂流出対
策事業委託業務（繰越明許）

生産源対策工予備設計，生産源対策詳細
設計

2009 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

湖底堆積物調査，河川堆積物調査，地質
解析，底生動物調査，魚介類調査

2009 上富良野町
南部地区土砂流出対策工事砂防調査委託
業務

砂防調査・計画，土質試験

2009 北斗市 飯生地区　流雪溝整備公示設計委託 流雪溝流末処理工設計

2009 北斗市 稲里第１９号線付替工事測量設計委託 道路詳細設計，土質試験

2008 北海道 留萌支庁
基幹水利施設ストックマネジメント 築
別地区（外１）　７１委託

計画策定，頭首工

2008
北海道開発局 札幌開
発建設部

樺戸（二期）地区　利水計画策定業務
利水計画変更の検討，関連水利権申請図
書の作成

2008 北海道 十勝支庁
畑総（支援：営農用水） 音更東部地区
調査計画業務

営農用水施設

2008 北海道 空知支庁 経営体　由良外１　実績調査１ 事業実績とりまとめ，事業効果検証
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近年の業務実績

年度 発注機関 業務名称 業務内容

2008 北海道 渡島支庁
地域水田農業再編緊急整備 上磯地区
委託１業務

排水施設，暗渠排水，客土

2008 北海道 上川支庁
ため池（用排小規模） 福原地区 委託
６１調査

排水施設

2008 北海道 檜山支庁
ため池（用排小規模） 真駒内地区 委
託２業務

用水路設計

2008 北海道 網走支庁
かんがい排水（明渠） 西富地区 調査
１

排水路設計，河川水辺環境調査，底質分
析

2008
北海道開発局 網走開
発建設部

網走地域　排水路施設現況調査業務 排水路調査現況・環境調査

2008 北海道 空知支庁 経営体　追分外１　調査設計１ 用水路設計，排水路設計，区画整理

2008 北海道 渡島支庁 防災ダム南部坂地区委託１業務 防災ダムトンネル対策工実施設計

2008 北海道 胆振支庁
畑総（支援：営農用水） 上円山地区
調査設計１

営農用水設計

2008 北海道 石狩支庁 農地集積　西高倉地区　委託１
ほ場整備設計，暗渠排水設計，用水路設
計

2008 北海道 空知支庁 経営体　中美唄　調査設計２
ほ場整備設計，暗渠排水設計，客土設
計，排水路設計

2008 別海町
矢臼別演習場土砂流出対策工事調査設計
業務委託

水文調査，土質試験，水質試験，動物調
査，砂防調査

2008 厚岸町 別寒辺牛川水系河川調査業務
流域特性降雨影響調査，流量調査，流域
特性水底質調査，底質・流砂量調査

2008 猿払村
平成１９年度 鬼志別演習場 土砂流出
対策事業委託業務（生産源対策）

土質調査，水質分析，平常時・降雨時基
本計画作成

2008 上富良野町
南部地区 土砂流出対策工事実施設計委
託業務

魚道設計（修正設計）

2008 千歳市 20.都地区下水道実施設計委託 雨水管詳細設計，特殊マンホール設計

2008 札幌土木現業所
南六号川総合流域防災工事サイフォン詳
細設計

サイフォン工詳細設計，仮設構造物設計

2008 千歳市 市道整備実施設計委託 道路詳細設計
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