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業務実績一覧
過去10年において主な実績を掲載

発注者 年度 業　務　名 備考

黒部河川 2018 平成３０年度黒部河川事務所管内構造物等設計業務

黒部河川 2018 平成３０年度黒部河川事務所管内工事用測量業務

立山砂防 2018 平成３０年度立山砂防事務所管内用地調査等業務単価契約

新潟国道 2018 Ｈ３０新潟国道管内用地調査等業務単価契約（建物等）

富山河川国道 2018 平成３０年度管内事業損失調査等業務

富山河川国道 2018 平成３０年度庄川上流定期横断測量業務

黒部河川 2018 平成３０年度黒部川堤防詳細設計業務

利賀ダム工事 2018 平成３０年度１工区道路台帳整備業務

黒部河川 2018 平成３０年度下新川海岸深浅測量業務

富山河川国道 2018 平成３０年度富山管内道路測量業務

富山河川国道 2018 内川流域揚水機場修繕設計他業務

富山河川国道 2018 神通川改修（神通町地区）建物等事前調査業務

富山河川国道 2017 Ｈ２９富山管内交通安全道路詳細設計業務

富山河川国道 2017 平成２９年度神通川（安野屋地区）築堤予備・詳細設計業務

富山河川国道 2017 平成２９年度東部管内測量業務

富山河川国道 2017 平成２９年度富山管内（安楽寺地区他）道路測量業務

富山河川国道 2017 平成２９年度小矢部川下流定期横断測量業務

富山河川国道 2017 平成２９年度富山河川国道事務所河川砂利採取計画検討業務

黒部河川 2017 平成２９年度黒部河川事務所管内構造物等設計業務（単価契約）

立山砂防 2017 平成２９年度立山砂防事務所用地調査等業務単価契約

立山砂防 2017 称名川（雑穀砂防堰堤外）用地調査等業務

利賀ダム工事 2017 平成２９年度利賀ダム工事用道路関連設計受託業務

金沢河川国道 2017 平成２９年度手取川・梯川河川横断測量業務

江戸川河川 2017 Ｈ２９中川・綾瀬川流量観測業務

富山河川国道 2016 平成２８年度管内河川構造物設計業務

富山河川国道 2016 平成２８年度富山管内道路測量業務（単価契約）

富山河川国道 2016 平成２８年度西部管内測量業務

富山河川国道 2016 平成２８年度用地調査等業務単価契約（土地）

黒部河川 2016 平成２８年度黒部河川事務所管内構造物等設計業務（単価契約）

黒部河川 2016 平成２８年度黒部川河床変動測量その２業務

金沢河川国道 2016 平成２８年度金沢河川国道事務所管内道路基準点測量業務

国営越後丘陵公園 2016 Ｈ２８あそびの里森林遊具実施設計他業務

富山河川国道 2015 平成２７年度富山河川国道事務所管内道路基準点測量業務

富山河川国道 2014 平成２６年度富山河川国道事務所管内道路付属物点検業務

富山河川国道 2014 ８号豊田新屋立体（豊田地区）用地調査等業務（豊田本町３丁目）

金沢河川国道 2014 平成２６年度手取川基準点測量業務

国営越後丘陵公園 2014 Ｈ２６里山ＦＭ幹線園路実施設計その２業務

国営越後丘陵公園 2014 Ｈ２６越後丘陵公園橋梁定期点検業務

神通川水系砂防 2014 平成２６年度神通川水系砂防事務所用地調査等業務単価契約

土地・建設産業局 2013 富山県高岡市高岡２－５区域における都市部官民境界基本調査業務

富山河川国道 2013 Ｈ２５富山管内交通安全事業道路詳細設計業務

富山河川国道 2013 庄川改修（宮袋地区）建物事前調査業務

利賀ダム工事 2013 豆谷橋梁工事用地調査等業務

羽越河川国道 2013 平成２５年度羽越管内防雪施設設計その２業務

国土地理院 2012 成果不整合地域における基準点改測（新潟県上越地区外１地区）

富山河川国道 2012 Ｈ２４富山管内交通安全事業道路詳細設計業務

黒部河川 2012 平成２４年度宇奈月ダム土地交換用地測量業務

利賀ダム工事 2012 平成２４年度利賀ダム付替市道（４工区他）関連修正設計業務

金沢河川国道 2012 小松バイパス（大長野～八幡）測量業務

国営明石海峡公園 2012 棚田ゾーン園路他実施設計業務

富山河川国道 2011 平成２３年度道路詳細設計等（東部地区）業務単価契約

富山河川国道 2011 Ｈ２３富山管内自歩道整備検討業務

金沢河川国道 2011 Ｈ２３麦ヶ浦他構造物詳細設計業務

富山河川国道 2010 氷見地区自歩道設計業務

神通川水系砂防 2010 平成２２年度神通川水系砂防事務所事業用地管理境界標設置等業務

国土地理院 2009 基準点現況調査作業（富山地区）

富山河川国道 2009 道の駅利用実態調査検討業務
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発注者 年度 業　務　名 備考

関川用水農業水利事業所 2018 関川用水農業水利事業上江幹線用水路等概略設計業務

西北陸土地改良調査事務所 2017 国営施設応急対策事業大日川ダム表面取水ゲート改修検討業務

庄川左岸農地防災事務所 2013 庄川左岸農地防災事業岸渡排水路（林工区）建物等事前調査業務

庄川左岸農地防災事務所 2012 庄川左岸農地防災事業庄川放水路建物調査等業務

西北陸土地改良調査事務所 2011 国営造成水利施設保全対策推進事業常願寺川地区用地測量業務

群馬用水管理所 2017 群馬用水施設機能保全計画策定業務

琵琶湖開発総合管理所 2017 琵琶湖総管水門等施設維持管理計画策定業務

千葉用水総合管理所 2017 房総導水路サイホン耐震照査・設計業務

利根導水総合事業所 2016 武蔵水路施設点検計画検討業務

琵琶湖開発総合管理所 2016 琵琶湖総管姉川・安曇川地区外水門等点検業務 優良表彰

千葉用水総合管理所 2016 北総東部用水取水口他耐震性能照査業務

長良川河口堰管理所 2015 長良川河口堰管理橋耐震照査業務

千葉用水総合管理所 2015 成田用水水路システム検討業務

千葉用水総合管理所 2015 東総用水宮本サージタンク他耐震性能照査業務

利根導水総合事業所 2015 大規模地震対策利根大堰耐震補強実施設計業務 優良表彰

味噌川ダム管理所 2015 味噌川ダム小水力発電設備実施設計業務

群馬用水管理所 2015 群馬用水施設機能調査整理検討業務

琵琶湖開発総合管理所 2015 琵琶湖総管大同川水門外耐震性能照査業務

琵琶湖開発総合管理所 2015 琵琶湖総管橋梁点検業務

琵琶湖開発総合管理所 2015 琵琶湖総管草津・守山地区水門等点検業務 優良表彰

千葉用水総合管理所 2015 笹川取水工耐震性能照査業務 優良表彰

豊川用水総合事業部 2014 大野頭首工外耐震性能照査業務

豊川用水総合事業部 2014 大野頭首工機能診断業務 優良表彰

味噌川ダム管理所 2014 再生可能エネルギー活用検討業務

草木ダム管理所 2014 草木ダム小水力発電設備設計等業務

愛知用水総合管理所 2013 佐布里分水工小水力発電設備詳細設計業務 優良表彰

豊川用水総合事業部 2013 大規模地震対策二川調節堰小水力発電設備実施設計業務

大阪支社 2018 北陸新幹線、白山・小松間付替道路設計他

富山工事事務所 2017 北陸新幹線、糸魚川市・滑川市間障害防止対策

富山工事事務所 2017 北陸新幹線、３０３ｋ６・３２２ｋ９間用地引継図書作成

大阪支社 2015 北陸新幹線、３９２ｋ０・３９６ｋ７間土地調査測量他

富山工事事務所 2015 北陸新幹線、３０４ｋ４２０ｍ付近権利者確認調査業務

北陸新幹線第二建設局 2014 北陸新幹線、富山市・小矢部市間協議資料作成

北陸新幹線第二建設局 2013 北陸新幹線、高岡市・小矢部市協議資料作成８

北陸新幹線第二建設局 2011 北陸新幹線、高岡市・小矢部市協議資料作成７

北陸新幹線第二建設局 2010 北陸新幹線、高岡市・小矢部市協議資料作成６

中日本高速道路 2018 新東名高速道路伊勢原東地区附帯工修正設計

中日本高速道路 2017 東海北陸自動車道（特定更新等）白川郷ＩＣ～福光ＩＣ間のり面修繕詳細設計

中日本高速道路 2017 東名高速道路東名川崎ＩＣ～横浜町田ＩＣ間橋梁耐震補強設計

中日本高速道路 2017 新東名高速道路山北町清水地区物件調査算定業務

中日本高速道路 2017 東京外かく環状道路調布市・三鷹市地区（区分地上権部）用地測量及び物件調査業務

中日本高速道路 2017 北陸自動車道上市スマートインターチェンジ路線測量

中日本高速道路 2016 舞鶴若狭自動車道橋梁検査路設備設計

中日本高速道路 2016 北陸自動車道（特定更新等）魚津～黒部間土工構造物排水設計

中日本高速道路 2014 中央自動車道甲府管内橋梁補強設計

中日本高速道路 2013 北陸自動車道富山管内標識基本設計

中日本高速道路 2012 東海北陸自動車道南砺市上津地区用地測量業務

東京オリンピック組織委員会 2018 有明ＢＭＸコース会場内各競技フィールド実施設計業務 東京オリンピック関連

研究開発法人土木研究所 2018 電磁波レーダー等を活用した床版土砂化等の診断に関する調査業務

都市再生機構 2018 流山新市街地地区都計道３・２・２５号線外道路補修他実施設計

東京大学 2018 東京大学（柏Ⅱ）産学官民連携施設（仮称）外構設計業務

日本下水道事業団 2018 習志野市東習志野汚水幹線実施設計業務委託

防衛省近畿中部防衛局 2016 経ヶ岬外（２７）測量等調査

日本補償コンサルタント復興支援協会 2015 中間貯蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務 東日本大震災関連

都市再生機構 2014 新神田団地境界復元測量業務

食品流通構造改善促進機構 2012 農山漁村再生可能エネルギー導入可能性調査支援事業 小水力発電適地調査

日本下水道事業団 2012 千曲川流域下水道上流処理区管路施設再構築基本設計（耐震実施計画）業務
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業務実績一覧
過去10年において主な実績を掲載

発注者 年度 業　務　名 備考

入善町 2018 橋梁長寿命化修繕計画策定業務

富山市 2018 梨剪定枝等のバイオマス利活用実証業務

富山市 2018 富山公共下水道松川第二排水区外内水ハザードマップ作成業務

砺波土木センター 2018 小矢部川流域下水道井口幹線水管橋耐震化基本設計業務

砺波土木センター 2018 一般国道１５６号外道路総合交付金大渡橋外橋梁定期点検（レベル１点検）業務

氷見市 2018 朝日山公園実施設計業務（ナチュラルアリーナ）

射水市 2018 下水道ストックマネジメント実施方針策定業務

富山農林振興センター 2018 小水力等推進久婦須川地区小水力発電施設基本設計業務

富山市 2018 第２期呉羽南部企業団地造成事業実施設計業務

富山市 2018 富山公共下水道蓮町排水区米田町一丁目地区浸水対策基本設計業務

富山市 2017 準用河川中川全体計画作成業務

高岡土木センター 2017 小矢部川流域下水道ストックマネジメント計画（管きょ）策定業務

朝日町 2017 朝日町公共下水道全体計画見直し及び整備拡大協議図書作成業務

県企業局 2017 住吉町職員住宅解体工事に係る工損調査（事前・事後・算定）業務

氷見土木事務所 2017 主要地方道氷見惣領志雄線外（川尻橋外）補修設計業務

新川土木センター 2017 中川水系中川及び沖田川洪水浸水想定区域図作成業務

富山土木センター 2016 富山海岸海岸堤防等健全度評価業務

砺波土木センター 2016 小矢部川流域下水道幹線管路耐震（詳細）診断調査その２業務

富山農林振興センター 2016 塩地区ほ場整備測量設計業務

富山市 2016 富山公共下水道汚水中継ポンプ所長寿命化計画策定業務

富山土木センター 2015 常願寺川水系牛首谷川砂防設備長寿命化計画策定業務

高岡土木センター 2015 内川河川用ゲート設備長寿命化計画策定等業務 

小矢部土木事務所 2015 （主）小矢部津幡線橋梁詳細設計業務

射水市 2015 人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に係る調査・分析業務

朝日町 2015 第５次朝日町総合計画策定業務

富山港事務所 2014 富岩運河小水力発電設備基本設計業務

県企業局 2014 富山新港太陽光発電所（仮称）実施設計業務

富山市 2014 富山市小規模橋梁長寿命化修繕計画策定業務

富山市 2014 流杉工業用水道施設劣化診断業務

砺波土木センター 2013 （国）４７１号草嶺４ＢＣスノーシェッド補強設計業務

富山農林振興センター 2013 富山広域地区八尾工区４－２３水路ほか測量設計業務

高岡農林振興センター 2013 南条幹線水系２工区機能保全計画策定業務

高岡市 2013 総合交通戦略策定調査業務（計画策定）

射水市 2013 射水市公共下水道全体計画見直し業務

南砺市 2013 南砺スマートＩＣ周辺企業立地基本計画策定業務

入善町 2013 青島字上木中・高見地区地籍調査業務

立山町 2013 パークゴルフ場実施設計業務

富山土木センター 2012 （一）婦中平岡線外落合橋外耐震補強設計業務

富山市 2012 （仮称）富山市スポーツパーク測量設計業務

高岡市 2012 高岡西部総合公園実施設計業務（ボールパーク高岡）

富山市 2011 神通大橋詳細調査補修補強検討

富山市 2011 下水道地震時業務継続計画（管渠）策定業務

富山市 2011 公共交通利用促進啓発事業（モビリティマネジメント）実施効果分析等業務

宝達志水町 2018 下水道台帳システム作成業務

金沢市 2018 錦町地内独立水管橋耐震診断業務

羽咋市 2018 柴垣海岸・羽咋海岸保全施設長寿命化計画策定業務

県央土木総合事務所 2018 二級河川大野川広域河川改修工事（設計）業務委託（Ｅブロック護岸詳細設計）

宝達志水町 2018 志雄中学校跡地利用計画策定業務

津幡町 2017 町道大坪下藤又線他（別所橋他）橋梁点検補修設計業務

羽咋市 2016 固定資産台帳整備業務委託及び公共施設等総合管理計画策定業務

県央土木総合事務所 2015 犀川左岸流域下水道処理場整備工事（設計）業務委託（耐震診断）

金沢市 2015 合流式下水道区域浸水対策基本設計業務

穴水町 2015 穴水浄化センター耐震診断等業務

県央土木総合事務所 2014 二級河川犀川広域河川改修佐奇森２号樋管詳細設計業務

珠洲市 2013 若山配水池更新に伴う実施設計業務

志賀町 2013 水産物供給基盤機能保全事業赤崎漁港基本計画策定業務

金沢市 2012 公共下水道管渠長寿命化計画策定業務
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発注者 年度 業　務　名 備考

江戸川区 2018 瑞江大橋架替予備設計等委託

東京都道路整備保全公社 2018 電線共同溝予備設計及び試掘調査（都道１５８－南大沢）

東京都道路整備保全公社 2018 檜原村橋梁長寿命化修繕計画策定業務

日野市 2018 無電柱化チャレンジ事業無電柱化推進計画作成及び無電柱化予備設計業務

西多摩建設事務所 2017 道路詳細設計（二宮）その２ 優良表彰

中部下水道事務所 2017 中央区日本橋蛎殻町一丁目、日本橋人形町一丁目付近再構築実施設計

第四建設事務所 2017 電線共同溝予備設計（環七通り・南常盤台）

江戸川区 2017 新左近川親水公園内水路における堰の構造設計及び対流解析等委託

板橋区 2017 成増駅北口ペデストリアンデッキ点検施設改修詳細設計

下水道局 2016 大規模の洪水等に対応した施設の耐水化基本調査委託

西部第二下水道事務所 2016 板橋区西台三丁目、練馬区春日町二丁目付近管渠改良実施設計

江戸川区 2016 樋門改修実施設計

町田市 2016 マンホールトイレ設置工事実施設計業務委託その２

狛江市 2016 狛江市公共下水道雨水浸透施設実施設計業務

第五建設事務所 2015 第八次横断歩道橋定期健全度調査及び道路ストック総点検調査

第二建設事務所 2015 道路標識設置詳細設計（２７二－２）

第三建設事務所 2015 井荻トンネル詳細点検調査

西部第二下水道事務所 2015 練馬区早宮四丁目、旭丘二丁目付近管路耐震化実施設計

千葉県船橋市 2018 ＪＲ西船橋駅北口広場設計業務

埼玉県県土整備部 2018 橋りょう修繕工事（橋りょう維持管理の手引き策定業務）

埼玉県川越市 2018 内水対策基本計画策定業務委託

静岡県長泉町 2018 長泉町パークゴルフ場整備に伴う基本計画策定業務

千葉県市原市 2017 前川中継ポンプ場耐震診断（詳細診断）調査業務

千葉県木更津市 2017 江川総合運動場拡張整備事業（陸上競技場）実施設計業務

千葉県浦安市 2016 橋梁長寿命化修繕計画更新業務

千葉県松戸市 2016 橋りょう定期点検調査業務（その２）

千葉県船橋市 2016 アンデルセン公園自然体験ゾーン実施設計業務

神奈川県横須賀市 2016 下水道管渠耐震化実施設計業務

千葉県柏市 2014 雨水貯留浸透施設実施設計

千葉県流山市 2014 西原第３処理汚水枝線実施設計（Ｔ６－３０２）

神奈川県秦野市 2012 堀山下浄水場関連（猿渡）実施設計業務

兵庫県宝塚土木事務所 2018 （一）淀川水系一庫大路次川ほか洪水浸水想定区域図作成業務

兵庫県加東土木事務所 2017 （主）加古川三田線巫女ヶ瀬橋耐震補強設計業務

大阪府豊中市 2016 神崎刀根山線詳細設計

大阪府高槻市 2016 高槻市雨水流出抑制施設実施設計業務

大阪府柏原市 2015 国分排水区実施設計業務

大阪府堺市 2015 泉北処理区外下水管布設実施設計業務（２６－２１）

兵庫県光都土木事務所 2014 （一）中三河佐用線小松原橋・塩屋橋橋梁補修設計業務

兵庫県高砂市 2014 小松原４丁目雨水管実施設計業務

兵庫県新温泉土木事務所 2014 （国）４８２号災害防除道路詳細設計業務（対策＜７＞）

兵庫県洲本土地改良事務所 2014 再生可能エネルギー導入促進事業鮎屋川地区小水力発電設備実施設計業務

和歌山県西牟婁振興局 2014 田辺漁港海岸整備（津波緊急）設計業務

和歌山県伊都振興局 2012 紀の川流域下水道（伊都処理区）伊都浄化センター設計業務

新潟県新潟市 2018 木戸排水区木戸幹線他管路耐震診断業務

新潟県新発田市 2018 配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施設計業務

新潟県十日町市 2018 桔梗原地区小水力発電導入可能性調査業務

新潟県新潟市 2017 早川堀排水区下水道管更生実施設計業務

新潟県十日町市 2017 生活基盤近代化事業(増補改良)中里中央地区簡易水道配水施設実施設計業務

新潟県新発田市 2017 新発田市都市計画基礎調査業務委託

新潟県糸魚川市 2017 藤崎地区地籍調査業務

新潟県村上市 2016 （仮称）村上市スケートパーク建設工事基本設計及び実施設計業務

新潟県糸魚川市 2016 地域公共交通網形成計画策定に係る調査業務

福井県福井市 2015 大瀬ポンプ場増設詳細設計業務

新潟県三条市 2015 三条市橋梁補修設計業務

福井県福井市 2014 日野川浄化センター管理棟耐震補強設計業務

新潟県津南町 2014 中深見源内山小水力発電設備実施設計業務

福井県福井市 2013 橋北排水区外浸水対策基本計画業務
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業務実績一覧（業務分野別）
過去10年において主な実績を掲載

発注者 年度 業　務　名 備考

東京都日野市 2018 無電柱化チャレンジ事業無電柱化推進計画作成及び無電柱化予備設計業務

東京都西多摩建設事務所 2017 道路詳細設計（二宮）その２ 優良表彰

（国）富山河川国道事務所 2017 Ｈ２９富山管内交通安全道路詳細設計業務

（国）利賀ダム工事事務所 2017 平成２９年度利賀ダム工事用道路関連設計受託業務

東京都道路整備保全公社 2016 電線共同溝詳細設計及び試掘調査（２８都道３１８－奥戸２工区）

富山県入善土木事務所 2015 （主）朝日宇奈月線外防災カルテ点検業務

富山県富山市 2015 富山市道路面性状調査業務

東京都建設局 2015 井荻トンネル詳細点検調査委託

（国）富山河川国道事務所 2014 平成２６年度富山河川国道事務所管内道路付属物点検業務

兵庫県龍野土木事務所 2014 （一）森添三方線 測量・詳細設計業務

富山県高岡市 2014 道路のり面工・土工構造物点検業務

（国）羽越河川国道事務所 2013 平成２５年度羽越管内防雪施設設計そ２業務

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2013 北陸新幹線、高岡市・小矢部市協議資料作成８

富山県砺波土木センター 2013 （国）４７１号草嶺４ＢＣスノーシェッド補強設計業務

富山県小矢部土木事務所 2013 （主）小矢部福光線小森谷トンネル補修設計業務

（国）金沢河川国道事務所 2012 Ｈ２３麦ヶ浦他構造物詳細設計業務

富山県富山市 2012 市内電車西町付近新停留場実施設計業務

（国）富山河川国道事務所 2011 氷見地区自歩道設計業務

東京都江戸川区 2018 瑞江大橋架替予備設計等委託

埼玉県県土整備部 2018 橋りょう修繕工事（橋りょう維持管理の手引き策定業務）

砺波土木センター 2018 一般国道１５６号外道路総合交付金大渡橋外橋梁定期点検（レベル１点検）業務

東京都板橋区 2017 成増駅北口ペデストリアンデッキ点検施設改修詳細設計

兵庫県加東土木事務所 2017 （主）加古川三田線巫女ヶ瀬橋耐震補強設計業務

千葉県浦安市 2016 橋梁長寿命化修繕計画更新業務

水資源機構 2015 長良川河口堰管理橋耐震照査業務

水資源機構 2015 琵琶湖総管橋梁点検業務

東京都建設局 2015 第八次横断歩道橋定期健全度調査及び道路ストック総点検調査

富山県小矢部土木事務所 2015 （主）小矢部津幡線橋梁詳細設計業務

（国）国営越後丘陵公園事務所 2014 Ｈ２６越後丘陵公園橋梁定期点検業務

中日本高速道路（株） 2013 中央自動車道甲府管内橋梁補強設計

富山県富山土木センター 2012 （一）婦中平岡線外落合橋外耐震補強設計業務

富山県富山市 2011 神通大橋詳細調査補修補強検討

富山河川国道 2018 内川流域揚水機場修繕設計他業務

兵庫県宝塚土木事務所 2018 （一）淀川水系一庫大路次川ほか洪水浸水想定区域図作成業務

（国）富山河川国道事務所 2017 平成２９年度神通川（安野屋地区）築堤予備・詳細設計業務

富山県富山土木センター 2017 神通川水系山田川洪水浸水想定区域図作成業務

東京都江戸川区 2017 新左近川親水公園内水路における堰の構造設計及び対流解析等委託

（国）富山河川国道事務所 2016 平成２８年度管内河川構造物設計業務

富山県富山土木センター 2016 常願寺川水系牛首谷川砂防設備長寿命化計画策定業務

富山県富山土木センター 2016 富山海岸海岸堤防等健全度評価業務

石川県羽咋市 2016 水産物供給基盤機能保全事業柴垣漁港機能保全計画策定業務

富山県砺波土木センター 2015 小矢部川水系太美谷砂防堰堤工詳細設計業務

水資源機構 2015 大規模地震対策利根大堰耐震補強実施設計業務 優良表彰

水資源機構 2015 琵琶湖総管草津・守山地区水門等点検業務 優良表彰

水資源機構 2015 笹川取水工耐震性能照査業務 優良表彰

富山県高岡土木センター 2015 内川河川用ゲート設備長寿命化計画策定等業務 

石川県県央土木総合事務所 2014 二級河川犀川広域河川改修佐奇森２号樋管詳細設計業務

富山県富山土木センター 2014 神通川水系いたち川（本川工区）護岸詳細設計業務

和歌山県西牟婁振興局 2014 田辺漁港海岸整備（津波緊急）設計業務

水資源機構 2014 大野頭首工機能診断業務 優良表彰

農林水産省北陸農政局 2018 関川用水農業水利事業上江幹線用水路等概略設計業務

農林水産省北陸農政局 2017 国営施設応急対策事業大日川ダム表面取水ゲート改修検討業務

水資源機構 2017 豊川用水施設機能保全計画策定業務

富山県富山農林振興センター 2016 塩地区ほ場整備測量設その１計業務

水資源機構 2015 成田用水水路システム検討業務

水資源機構 2015 北総東部用水幹線水路耐震性能照査他業務

富山県富山農林振興センター 2013 富山広域地区八尾工区４－２３水路ほか測量設計業務
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発注者 年度 業　務　名 備考

新潟県新潟市 2018 木戸排水区木戸幹線他管路耐震診断業務

新潟県新発田市 2018 配水管整備事業に伴う配水管入替工事実施設計業務

埼玉県川越市 2018 内水対策基本計画策定業務委託

富山県高岡土木センター 2017 小矢部川流域下水道ストックマネジメント計画（管きょ）策定業務

新潟県新潟市 2017 早川堀排水区下水道管更生実施設計業務

新潟県十日町市 2017 生活基盤近代化事業(増補改良)中里中央地区簡易水道配水施設実施設計業務

富山県砺波土木センター 2016 小矢部川流域下水道幹線管路耐震（詳細）診断調査その２業務

東京都下水道局 2016 大規模の洪水等に対応した施設の耐水化基本調査委託

東京都町田市 2016 マンホールトイレ設置工事実施設計業務委託その２

東京都狛江市 2016 公共下水道雨水浸透施設実施設計業務

富山県富山市 2016 富山公共下水道汚水中継ポンプ所長寿命化計画策定業務

富山県企業局 2015 西部水道用水供給事業氷見線送水管更新詳細設計その１業務

石川県県央土木総合事務所 2015 犀川左岸流域下水道処理場整備工事（設計）業務（耐震診断）

石川県穴水町 2015 穴水浄化センター耐震診断等業務

石川県金沢市 2015 合流式下水道区域浸水対策基本設計業務

福井県福井市 2015 大瀬ポンプ場増設詳細設計業務

富山県富山市 2014 流杉工業用水道施設劣化診断業務

富山県射水市 2013 射水市公共下水道全体計画見直し業務

石川県珠洲市 2013 若山配水池更新に伴う実施設計業務

石川県金沢市 2012 公共下水道管渠長寿命化計画策定業務

日本下水道事業団 2011 千曲川流域下水道上流処理区管路施設再構築基本設計（耐震実施計画）業務

富山県富山市 2011 下水道地震時業務継続計画（管渠）策定業務

東京オリンピック組織委員会 2018 有明ＢＭＸコース会場内各競技フィールド実施設計業務 東京オリンピック関連

富山県富山市 2018 第２期呉羽南部企業団地造成事業実施設計業務

千葉県船橋市 2018 ＪＲ西船橋駅北口広場設計業務

千葉県木更津市 2017 江川総合運動場拡張整備事業（陸上競技場）実施設計業務

新潟県村上市 2016 （仮称）村上市スケートパーク建設工事基本設計及び実施設計業務

千葉県船橋市 2016 アンデルセン公園自然体験ゾーン実施設計業務委託

神奈川県相模原市 2015 スポーツ･レクリエーションゾーン実施設計業務

富山県小矢部市 2013 東部産業団地造成実施設計業務（三井アウトレットパーク）

富山県 2012 総合運動公園外公園施設長寿命化計画策定業務

富山県富山市 2012 （仮称）富山市スポーツパーク測量設計業務

富山県高岡市 2012 高岡西部総合公園実施設計業務（ボールパーク高岡）

富山県富山市 2018 夜間景観形成基本方針等策定業務

新潟県新発田市 2017 新発田市都市計画基礎調査業務委託

新潟県糸魚川市 2016 地域公共交通網形成計画策定に係る調査業務

石川県羽咋市 2016 固定資産台帳整備業務及び公共施設等総合管理計画策定業務

富山県小矢部市 2015 地域防災計画修正業務

富山県滑川市 2015 滑川市人口ビジョン及び総合戦略策定支援業務

富山県朝日町 2015 第５次朝日町総合計画策定業務

富山県富山市 2013 富山市業務継続計画策定支援業務

富山県南砺市 2013 南砺スマートＩＣ周辺企業立地基本計画策定業務

富山県高岡市 2013 総合交通戦略策定調査業務（計画策定）

富山県富山市 2011 公共交通利用促進啓発事業（モビリティマネジメント）実施効果分析等業務

新潟県十日町市 2018 桔梗原地区小水力発電導入可能性調査業務

富山県南砺市 2016 木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギー導入計画策定支援

水資源機構 2015 味噌川ダム小水力発電設備実施設計業務

富山県富山港事務所 2014 富岩運河小水力発電設備基本設計業務

富山県企業局 2014 富山新港太陽光発電所（仮称）建設事業実施設計業務

富山河川国道 2018 平成３０年度管内事業損失調査等業務

東京都世田谷区 2018 都市再生地籍調査委託（宇奈根三丁目第３工区）

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2017 北陸新幹線、糸魚川市・滑川市間障害防止対策

（国）富山河川国道事務所 2016 平成２８年度富山管内道路測量業務（単価契約）

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 2015 北陸新幹線、３９２ｋ０・３９６ｋ７間土地調査測量他

防衛省近畿中部防衛局 2015 経ヶ岬外（２７）測量等調査

日本補償コンサルタント復興支援協会 2015 中間貯蔵施設設置に伴う土地建物等調査等業務 東日本大震災関連

（国）富山河川国道事務所 2014 ８号豊田新屋立体用地調査等業務（豊田本町３丁目）

測
量
･
補
償

上
下
水
道

造
園

都
市
計
画

新
エ
ネ
ル
ギ
ー



優良業務表彰一覧

年度 表彰名 発注者

2017 建設局長表彰 東京都建設局西多摩建設事務所

支社長表彰

支社長表彰（技術者表彰）

事務所長表彰

事務所長表彰（技術者表彰）

事務所長表彰

事務所長表彰（技術者表彰）

2016 事務所長表彰 水資源機構千葉用水総合管理所

事務所長表彰

事務所長表彰（技術者表彰）

2014 事務所長表彰 水資源機構愛知用水総合管理所

マネジメント事業一覧

年度 発注者・事業者 備考

2018 ニックスニューエネルギー（株）
石川県湯涌地内白雲楼内発電所における小水力
発電所基本設計、水利権取得、用地権利確認

2017 ニックスニューエネルギー（株）
石川県湯涌地内白雲楼内発電所における小水力
発電所事業評価

2016 ニックスニューエネルギー（株） 富山県南砺市湯谷川地区小水力発電所の施工

2015
国土交通省
国土技術総合政策研究所

下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロジェクト）
採択

2015 ニックスニューエネルギー（株）
富山県南砺市湯谷川地区小水力発電所において、
発電事業主として測量・調査・設計

2015 ニックスニューエネルギー（株）
富山市八尾地区メガソーラー発電所において、発
電事業主として測量・調査・設計・工事監理

2015
新エネルギー導入促進協議会
(NEPC）

海外水車メーカー調査、水車汎用化検討

2014
新エネルギー導入促進協議会
(NEPC）

石川県金沢市湯涌地内における小水力発電計画
の事業性評価

2014
新エネルギー導入促進協議会
(NEPC）

導入促進コンソーシアムの立ち上げ、支援策検討
のための調査

2014 平沢川小水力発電（株）
既存砂防堰堤を活用した小水力発電所において、
発電事業主として測量・調査・設計・工事監理

2013
新エネルギー導入促進協議会
(NEPC）

富山県南砺市湯谷川における小水力発電計画の
性評価調査

2013
新エネルギー導入促進協議会
(NEPC）

流量調査方法に関する調査、事業性評価実施方法
の調査・検討

海外事業一覧

年度 発注者・事業者 備考

2017
PT.Lebong Sukses Energi
（インドネシア）

スマトラ島小水力発電施設基本設計

2017 国際協力機構（JICA） バリ島小水力発電における実機導入

2016 ニックスニューエネルギー（株） スマトラ島小水力発電における現地調査

2016
エクイパルコ社・ツインピーク社
（比国）

ブトゥアン市における各種再生可能エネルギー開発
等の事業協力覚書締結

2016
PT.Lebong Sukses Energi
（インドネシア）

スマトラ島小水力発電における事業可能性検討

2016 国際協力機構（JICA） バリ島小水力発電における現地調査等

2016 日本貿易振興機構（JETRO） スマトラ島小水力発電事業の専門家派遣

2015 ニックスニューエネルギー（株） スマトラ島小水力発電における現地調査

2015 日本貿易振興機構（JETRO） スマトラ島小水力発電事業にかかる可能性調査

2014 日本貿易振興機構（JETRO） 建設コンサルタント事業のインドネシア展開調査海外展開のための専門家派遣事業

平成26年度小水力発電導入促進に係る調査業務

平沢川小水力発電事業測量・調査・設計・工事監理

庄川水系湯谷川小水力発電所事業性評価調査

平成25年度小水力発電導入促進に係る調査業務

事業名

比国ミンダナオ島カラガ地域におけるインフラプロジェクト事
業協力

スマトラ　ＦＳ監修契約

インドネシア国用水路対応型小水力発電システム導入によ
る電力不足解消を目指す案件化調査における支援業務

新輸出大国コンソーシアム ハンズオン支援事業

インドネシア小水力可能性調査

海外展開のための専門家活用助成事業

佐布里分水工小水力発電設備詳細設計業務

インドネシア小水力発電調査業務

湯涌白雲楼小水力発電事業

大野川水系浅野川湯涌河内谷小水力発電事業性評価調
査

平成27年度小水力発電導入促進に係る調査業務

スマトラ水力発電の基本設計監修

インドネシア国用水路対応型小水力発電システム導入によ
る電力不足解消を目指す普及実証事業における支援業務

事業名

都市域における局所的集中豪雨に対する雨水管理技術実
証研究

湯谷川小水力発電実施設計

NiX八尾ソーラーパワー発電所設計・施工監理

湯谷川小水力発電施工業務

湯涌白雲楼小水力発電事業評価業務

笹川取水工耐震性能照査業務

2015

業務名

2017 水資源機構琵琶湖開発総合管理所 琵琶湖総管姉川・安曇川地区外水門等点検業務

2016 水資源機構琵琶湖開発総合管理所 琵琶湖総管草津・守山地区水門等点検業務

水資源機構豊川用水総合事業部 大野頭首工機能診断業務

水資源機構利根導水総合事業所 大規模地震対策利根大堰耐震補強実施設計業務2016

道路詳細設計（二宮）その２


