
調査診断実績表（土木）

業　務　名　称
調査年⽉ 調査場所

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)　調査業務委託E28-1 H29.3〜7 福井県

無名橋他橋梁調査業務 H29.3〜4 奈良県

某川緊急改築工事(調査)業務委託 H29.3 石川県

某橋詳細調査業務 H29.3 岡山県

広域営農団地農道整備事業　北但地区　某橋耐震補強・保全対策実施設計

業務

H29.3 兵庫県

平成28年度 某⾃動⾞道 舗装詳細設計 H29.3 京都府

⼟⽊第某号　橋梁点検（その5）業務 H29.2〜3 京都府

一般県道某線外県単独橋りょう維持修繕（某橋外）補修設計委託業務 H29.2〜3 富山県

某市橋梁点検その２業務委託 H29.2 富山県

某市橋梁点検その１業務委託 H29.1〜3 富山県

主要地⽅道某線外２路線維持⼯事（調査）業務委託（構造物定期巡回点

検）

H29.1〜3 石川県

マーメイドテラス詳細調査業務 H29.1〜3 福井県

常盤橋補修設計業務委託 H29.1〜3 京都府

某砂防堰堤工事 H29.1〜2 岐阜県

⼀般県道某⾃転⾞道線道路総合交付⾦某橋橋梁定期点検（レベル１点検）

委託

H29.1〜2 富山県

国道307号他橋梁詳細点検業務委託(某橋橋梁詳細調査) H29.1〜2 滋賀県

平成28年度　林道保全事業　某橋橋梁改良設計業務 H29.1〜2 石川県

市道某号線地下定期点検委託業務 H29.1 奈良県

某川緊急改築工事(調査)業務委託 H29.1 石川県

平成２８年度橋梁点検業務委託（その１３）　某橋ほか H28.12〜 石川県

平成２８年度橋梁点検業務委託（その１２）　某橋ほか H28.12〜 石川県

平成28年度林道事業（地⽅創⽣道整備推進交付⾦）橋梁点検業務 H28.12〜 石川県

平成28年度　防災・安全社会資本整備交付⾦事業　市道某線(某橋)橋梁修

繕詳細設計業務

H28.12〜

H29.1

石川県

（県単）橋梁維持修繕⼯事　設計業務委託W28-2 H28.12〜 福井県

管内道路構造物点検等業務 H28.12〜 和歌山県

⻑寿命化計画策定事業　福井第4（橋梁）地区（福井地区）業務委託第1

号

H28.12 福井県

某橋　橋梁補修調査設計業務 H28.12 岡山県

某橋(側道橋)　橋梁補修設計業務 H28.12 奈良県

吊り橋⾦具等腐⾷状況調査補修設計業務 H28.11〜 富山県

フリーフレーム枠の耐久性調査 H28.11〜 石川県

某町橋梁定期点検業務 H28.11〜 富山県

平成28年度　社会資本整備総合交付⾦事業(防災･安全交付⾦事業)　某町

橋梁補修設計業務（その1）

H28.11〜

H29.3

兵庫県

市道某線某橋（⾞道橋・歩道橋）橋梁補修設計及び橋梁定期点検業務

H28.11〜

H29.2

石川県

某橋橋梁耐震補強設計業務 H28.11〜 奈良県

主要地⽅道某線外道路総合交付⾦（防災・補修・点検）橋梁定期点検（レベ

ル１点検）委託業務

H28.11〜

H29.1

石川県

橋梁定期点検委託業務 H28.11〜 石川県

平成28年度　社会資本整備総合交付⾦事業　市道⽻渕旧県道１号線【某橋】

橋梁補修設計業務

H28.11〜12 兵庫県

⼀般国道１５６号道路総合交付⾦（防災・補修・点検）某トンネル空洞対策

設計委託業務

H28.11 富山県

⼀般県道某線　県単道路改良⼯事（設計）業務委託 H28.11 石川県

平成28年度橋梁定期点検業務その3 H28.10〜 石川県

2017年12⽉
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平成28年度　⼀般県道⿃⽻阿児線（乗ヶ瀬橋外）橋梁耐震対策（補強設

計）業務委託

H28.10〜

H29.2

三重県

某市道某線道路総合交付⾦某陸橋外橋梁定期点検２の５（レベル１・２点

検）委託

H28.10〜

H29.2

富山県

平成28年度松原市橋梁定期点検調査業務委託 H28.10〜 大阪府

平成28年度　県単橋梁修繕委託(某橋補修検討) H28.10〜 千葉県

市道東城線外橋梁補修設計業務委託 H28.10〜 富山県

主要地⽅道某線外道路総合交付⾦（某橋外１２橋）橋梁定期点検（レベル

１点検）委託業務

H28.10〜

H29.1

富山県

橋梁定期点検業務委託 H28.10〜 富山県

某橋外橋梁定期点検業務委託 H28.10〜 富山県

⼀般国道某号外道路施設⻑寿命化対策（防災・安全）⼯事（設計）業務委

託（橋梁点検その２）

H28.10〜12 石川県

某変電所電気設備取替工事 H28.10〜12 大阪府

平成28年度　社会資本整備総合交付⾦事業　市道鍛冶屋町真⼸線【某橋】橋

梁補修設計業務

H28.10〜11 兵庫県

平成28年度　港海整　第９－２号　湯浅広港海岸港湾海岸整備調査業務 H28.10〜11 和歌山県

防災・安全社会資本整備交付⾦ 某橋補修設計業務委託 H28.10 福井県

平成２８年度社会資本整備総合交付⾦事業　道路橋定期点検業務 H28.9〜H29.2 石川県

一般国道　249号　橋りょう補修(防災・安全)工事(某橋) H28.9〜10 石川県

主要地方道　田鶴浜堀松線　橋りょう補修(防災・安全)工事(某橋) H28.9〜10 石川県

主要地⽅道某線道路施設⻑寿命化対策（防災・安全）⼯事（設計）業務委

託（トンネル点検その４）

H28.9〜10 石川県

一般国道２４９号橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（某

橋）

H28.9〜10 石川県

橋梁補修⼯事（防災・安全交付⾦）設計業務委託28-1 H28.9〜10 福井県

平成28年度市道某線擁壁調査解析業務 H28.9 石川県

道路防災施設修繕⼯事（防災・安全交付⾦） 調査設計業務委託 28-1 H28.9 福井県

某こ線橋（某こ線道路橋）外５橋定期点検他業務委託 H28.8〜H29.1 富山県

⼀般国道某号ほか道路施設⻑寿命化対策（防災安全）⼯事（設計）業務

委託（定期点検その３）

H28.8〜11 石川県

（県単）橋梁維持修繕⼯事　道路橋定期点検業務委託 H28.8〜10 福井県

平成28年度橋梁補修設計業務委託（その２） H28.8〜9 石川県

平成28年度　某河川国道カルバート点検業務 H28.8〜9 石川県

トンネル補修⼯事(防災・安全交付⾦)調査設計業務委託(某トンネル) H28.8〜9 福井県

中蓮橋(有⽑引野線)橋梁補修補強設計業務 H28.8〜9 福岡県

伊串漁港機能保全計画策定業務 H28.8〜9 和歌山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　橋梁定期点検業務委託28-1 H28.8 福井県

平成２８年度防災・安全社会資本整備交付⾦事業　某市橋梁点検調査業務

委託（その４）

H28.7〜12 石川県

某橋橋梁補修設計 H28.7〜10 富山県

平成28年度某川河川事務所管内構造物等設計業務（某橋） H28.7〜9 富山県

トンネル補修⼯事(防災・安全交付⾦)調査・設計業務委託(Ｅ28-1) H28.7〜9 福井県

某排⽔処槽健全度調査 H28.7〜8 三重県
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主要地⽅道某線道路施設⻑寿命化対策（防災・安全）⼯事（設計）業務委

託（定期点検その１）

H28.7〜8 石川県

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)設計業務委託(某橋) H28.7〜8 福井県

平成28年度農道保全対策事業　坂井北部地区調査設計業務委託その2 H28.7 福井県

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)設計業務委託(某橋) H28.7 福井県

主要地⽅道某線外道路総合交付⾦橋梁定期点検（レベル１点検）委託業務 H28.6〜12 富山県

⼀般国道３６０号県単橋りょう補修⼯事（設計）業務委託（橋梁点検）

（某橋上り）

H28.6〜9 石川県

某川跨線橋ほか３橋定期点検業務 H28.6〜9 新潟県

主要地⽅道珠洲⽳⽔線　道路施設⻑寿命化対策(防災・安全)⼯事(設計)業

務委託（橋梁点検　某管内その２）

H28.6〜8 石川県

平成28年度　新設・拡幅道路整備及び道路擁壁修繕詳細設計委託 H28.6〜7 東京都

国道184号某橋外24橋防災安全交付⾦（効果促進）事業道路橋定期点検

業務委託

H28.6〜7 島根県

⾚瀬漁港他単県漁港災害復旧調査設計委託 H28.5〜11 熊本県

平成27年度社会資本整備総合交付⾦事業　市道中地法興寺線【某橋】橋梁

補修設計業務

H28.5〜6 兵庫県

平成27年度社会資本整備総合交付⾦事業　市道タカノス線【某橋】橋梁補修

設計業務

H28.5〜6 兵庫県

中央生コンプラント既設ＲＣ架台コンクリート構造照査 H28.4〜5 石川県

平成27年度管内⼀円橋りょう補修詳細設計業務(その3) H28.4〜5 京都府

平成27年度交付⾦活⽤橋梁修繕事業橋梁補修調査設計業務（その３）
H28.3〜6 島根県

平成27年度(⼀)某停⾞場線某橋防災安全交付⾦（ 橋梁修繕） ⼯事測量
H28.3〜5 島根県

某製品工場内コンクリート二次製品調査
H28.3〜4 三重県

一般県道某線橋りょう補修（防災・安全）工事（某橋外）
H28.3〜4 石川県

某市道路橋定期点検業務（その８）
H28.3〜4 島根県

国道某号外某⼤橋外24橋防災安全交付⾦(効果促進)事業

道路橋定期点検業務委託

H28.3〜4 島根県

H27年度社会資本整備総合交付⾦事業

某橋ほか1橋橋梁補修設計業務

H28.3 福井県

原⼦⼒災害制圧道路等整備⼯事（橋梁補修補強）27-1
H28.3 福井県

平成27年度　橋梁補修設計業務委託（その1）
H28.2〜5 富山県

平成27年度東部建設事務所管内橋梁定期点検業務
H28.2〜4 兵庫県

某18号線橋梁補修業務委託(某橋)
H28.2〜4 奈良県

平成27年度　某漁港施設機能保全計画策定業務委託
H28.2〜3 石川県

県営農道施設保全対策調査事業

某地区(某管内)　点検・診断・保全計画(トンネル2)策定業務

H28.2 岐阜県

⽼朽化対策緊急事業(防災・安全交付⾦)⻑寿命化計画策定業務委託27-1
H28.2 福井県

平成27年度橋梁⻑寿命化⼯事調査設計業務委託　某橋
H28.2 島根県

⻑寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託（その11）
H28.1〜3 石川県

⻑寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託（その９）
H28.1〜3 石川県

⾼速電気軌道第某号線某〜某⾼架構造物耐震補強⼯事
H28.1〜3 大阪府

某川緊急改築工事(調査)業務委託
H28.1 石川県

某川　緊急改築工事(調査)業務委託
H28.1 石川県

某跨線橋調査点検
H27.12〜H28.4 新潟県

某市橋梁詳細点検その2業務委託
H27.12〜H28.4 富山県

新名神⾼速道路三重⽤⽔三滝取⽔路事前調査
H27.12〜H28.3 三重県

⻑寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託（その３）
H27.12〜H28.3 石川県

東名⾼速道路他　浜松管内維持修繕業務
H27.12〜H28.2 静岡県

某橋橋梁調査補修設計業務委託
H27.12〜H28.2 富山県
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某市道　橋梁定期点検業務（その8）
H27.12〜H28.2 石川県

⼀般国道某号道路施設⻑寿命化対策(防災･安全)⼯事(設計)業務委託

(橋梁点検某管内その1)

H27.12〜H28.1 石川県

⼀般国道某号外　道路施設⻑寿命化対策（防災・安全）⼯事（設計）業務

委託

H27.12〜H28.1 石川県

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)
H27.12〜H28.1 京都府

某⾼架橋橋梁補修設計業務委託
H27.11〜H28.3 石川県

平成27年度管内トンネル点検等業務⼀般国道49号某トンネル
H27.11〜12 新潟県

橋梁補修設計業務委託（その1）
H27.11〜12 富山県

某港海岸 海岸整備(港湾)設計業務
H27.11〜12 和歌山県

⼋千代町・阿⾒町橋梁詳細調査業務
H27.10〜H28.1 茨城県

平成27年度新諏訪橋⻑寿命化修繕計画詳細設計業務委託
H27.10〜12 神奈川県

市道某線某橋外橋梁補修設計業務委託
H27.10〜12 富山県

某橋外橋梁補修設計業務
H27.10〜11 広島県

某カントリー倶楽部貯水槽基礎調査
H27.10〜11 大阪府

名⼆環新設橋梁下部⼯強度測定業務
H27.10 愛知県

某市橋梁詳細点検その２業務
H27.9〜H28.3 富山県

主要地方道　某線　橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（某
H27.9〜H28.1 石川県

橋梁補修⼯事(防災･安全交付⾦)調査業務委託その２
H27.9〜H28.1 福井県

某線内灘湊⼤橋他橋梁点検
H27.9〜12 石川県

主要地⽅道某線　道路施設⻑寿命化対策(防災･安全)⼯事(設計)業務委託

(定期点検その４)

H27.9〜12 石川県

平成27年度椎津歩道橋修繕設計業務委託
H27.9〜11 千葉県

某橋梁耐震補強設計業務委託
H27.9〜11 三重県

主要地⽅道某線外　道路施設⻑寿命化対策　(防災・安全）⼯事（設計）業

務委託

H27.9〜11 石川県

某⼟⽊センター橋梁点検
H27.9〜11 富山県

平成27年度　橋梁定期点検業務委託
H27.9〜11 富山県

某橋橋梁調査
H27.9〜11 石川県

某橋ほか２橋橋梁修繕調査設計
H27.9〜11 兵庫県

某津波対策海岸特別緊急工事
H27.9〜10 愛知県

某⼟⽊橋梁点検
H27.9〜10 石川県

⼀般県道　某⾃転⾞道線　県単橋りょう補修⼯事（設計）業務委託
H27.9〜10 石川県

主要地方道某線外　橋りょう補修(防災・安全)工事(設計)業務委託(某橋外)
H27.9 石川県

某スノーシェッド点検業務
H27.9 石川県

一般国道某号トンネル補修工事（調査）業務委託（某隧道外）
H27.8〜H28.1 石川県

一般県道某線トンネル補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（某トンネ
H27.8〜H28.1 石川県

⼀般国道某号 外 道路施設⻑寿命化対策（防災・安全）⼯事（設計）業務
H27.8〜12 石川県

某スノーシェッド点検
H27.8〜10 新潟県

地下道調査点検業務
H27.8〜10 大阪府

橋梁補修設計業務(その２)
H27.8〜9 福井県

某橋修繕工事設計委託業務
H27.8〜9 滋賀県

（国）179号某橋橋梁補修設計業務委託
H27.8〜9 兵庫県

某漁港機能保全計画策定業務
H27.8〜9 和歌山県

(県単)道路防災対策⼯事(県単)道路維持修繕⼯事合併⼯事測量・調査・設
H27.8 福井県

平成27年度 主要地⽅道某線県単独橋りょう維持修繕

某跨線橋修繕詳細設計委託業務

H27.7〜9 富山県

某村橋梁点検業務委託
H27.7〜9 富山県

某橋補修設計
H27.7〜8 福井県

第委砂単緊⼟9号　県単緊急⼟⽯流対策砂防事業
H27.7 岐阜県

某スノーシェッド点検
H27.7 新潟県

主要地方道某線地方道改築工事（設計）業務委託（函渠工設計）
H27.7 石川県

橋台の補修補強工事前の鉄筋探査
H27.7 大阪府

市道某線某橋外橋梁補修設計業務委託
H27.6〜8 富山県



調査診断実績表（土木）
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某川　砂防えん堤詳細設計業務
H27.6〜8 兵庫県

某町橋梁補修詳細設計業務委託
H27.5〜6 兵庫県

平成26年度社会資本整備総合交付⾦事業

市道某線【某橋】橋梁補修設計業務

H27.5〜6 兵庫県

某橋ほか１橋橋梁補修設計業務委託
H27.5 石川県

原⼦⼒災害制圧道路等整備事業(橋梁補修補強)業務委託(調査設計)26-4
H27.4〜5 福井県

社会資本整備総合交付⾦事業橋梁補修設計業務（某橋他１橋）その２
H27.4 石川県

東山橋外補修図作成業務 H27.3 富山県

一般県道根上寺井線県単橋りょう補修工事（設計）業務委託（二ノ小橋） H27.3 石川県

一般国道249号橋りょう補修工事（設計）業務委託（波並橋） H27.3 石川県

一般国道249号トンネル補修工事(設計)業務委託 H27.3 石川県

某川　緊急改築工事（調査）業務委託(その２) H27.3 石川県

平成26年度某橋ASR詳細調査業務 H27.2〜3 福井県

某橋補修詳細設計委託 H27.2〜3 兵庫県

ボックスカルバート等点検調査業務 H27.2〜3 兵庫県

一般県道桐谷下笹原線外県単独雪寒対策施設維持修繕（滝脇スノーシェッド H27.2 石川県

補修設計委託業務その２

社会資本整備総合交付⾦事業橋梁補修設計業務（⼭⽥橋他１橋） H27.2 石川県

天神橋外修繕設計業務 H27.2 大阪府

大正76号橋外修繕設計業務 H27.2 大阪府

福井管内トンネル点検業務 H27.2 福井県

農村地域防災減災事業橋梁耐震調査業務 H27.2 富山県

橋梁⻑寿命化修繕事業　設計業務委託　某橋 H27.1〜2 奈良県

主要地⽅道⼤⾕狼煙飯⽥線橋りょう補修⼯事（設計）業務委託 H27.1 石川県

城⼭公園園路トンネル点検業務委託 H27.1 富山県

（県単）橋梁維持修繕⼯事橋梁点検業務委託その１ H27.1 福井県

道路維持（交付⾦・道路ストック総点検）委託（跨線橋定期点検） H27.1 千葉県

某線某橋・某橋補修設計業務委託 H26.12〜H27.2 兵庫県

平成26年度社会資本整備総合交付⾦事業 H26.12 石川県

町道瑞穂柿生1号線（神道橋）補修設計業務

⼀般国道４７１号県単独橋りょう維持修繕松原⾼架橋外橋梁詳細点検委託 H26.12 富山県

平成26年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H26.11〜12 山形県

東３号幹線⽤⽔路他ゲート設備補⾜設計業務

庄川圏域某川砂防総合交付⾦（砂防）緊急改築概略設計委託業務 H26.11〜12 富山県

某川⽔系某川砂防総合交付⾦（砂防設備緊急改築） H26.11〜12 富山県

某川3号堰堤対策工法検討委託業務

「某市」橋梁補修設計業務（某橋・某橋） H26.11〜12 兵庫県

「某市」某橋測量設計業務 H26.11〜12 兵庫県

一般国道304号橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託 H26.11 石川県

⻑寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託（その４） H26.11 石川県

⼀号橋外橋梁補修設計業務 H26.10〜12 兵庫県

⻄⼩川地区海岸保全施設詳細調査･機能保全計画策定業務 H26.10〜11 福井県

⼀般県道⼋町⼤門線外県単独橋梁維持修繕（常盤台外９橋） H26.10 富山県

橋梁詳細点検委託業務

主要地方道七尾羽咋線外橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託 H26.10 石川県

一般国道249号外橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（その H26.10 石川県

⼀般国道４７２号外県単独橋梁維持修繕橋梁詳細点検委託業務 H26.10 富山県

⼀般県道七尾⿅島⽻咋線橋りょう補修（防災・安全）⼯事（設計）業務委託 H26.10 石川県

交通安全補修⼯事(防災・安全交付⾦(補正予算))トンネル調査設計業務委託 H26.10 福井県

平成26年度　防災･安全社会資本整備交付⾦事業 H26.10 石川県

某線外4路線橋梁修繕⼯事設計業務委託

某川緊急改築工事(調査)業務委託 H26.10 石川県

某橋外橋梁補修設計業務 H26.9〜11 兵庫県

橋梁補修設計 H26.9〜10 兵庫県
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（仮）吉谷トンネル・妙巌隧道トンネル調査 H26.9 富山県

（仮）NEXCO関連橋梁点検業務 H26.9 富山県

一般県道桐谷下笹原線外県単独雪寒対策施設維持修繕（滝脇スノーシェッド H26.9 富山県

補修設計委託業務

⼀般国道471号外県単独橋りょう維持修繕島分橋外橋梁補修設計委託業務 H26.9 富山県

主要地⽅道⾦沢⽥鶴浜線橋りょう補修（防災・安全）⼯事（設計）業務委託 H26.9 石川県

（大津高架橋（下り））

平成26年度志賀町橋梁補修設計業務委託（その２） H26.9 石川県

釜屋大橋補修設計委託業務 H26.9 石川県

県道某線（某橋）橋梁補強調査設計業務委託 H26.8〜H27.1 岡山県

某堰堤詳細調査業務 H26.8〜9 富山県

某跨線橋詳細調査業務 H26.8〜9 福井県

橋梁補修設計（某橋外）業務 H26.8〜9 兵庫県

６７３　橋梁補修耐震対策設計業務委託　⻘井⾕外 H26.8 富山県

須山川橋外４橋補修詳細設計業務委託 H26.8 富山県

道整備交付⾦事業町道K3-2号線函渠⼯調査設計業務委託 H26.8 石川県

市道⻑名畑線⽵倉橋他１橋補修設計業務 H26.8 富山県

主要地⽅道⿂津⽣地⼊善線外県単独橋梁維持修繕（落合橋外） H26.8 富山県

橋梁詳細点検委託業務

交通安全補修⼯事（防災・安全交付⾦（補正予算）） H26.8 福井県

地質調査・設計業務委託（榎坂トンネル）

某橋修繕設計業務 H26.7〜9 大阪市

市道某線 他⼩規模橋梁修繕設計業務 H26.7〜8 兵庫県

主要地方道砺波小矢部線外（大島外） H26.7 富山県

県単独橋りょう維持修繕橋梁補修設計委託業務

平成２６年度防災・安全社会資本整備交付⾦事業 H26.7 石川県

市道東湊７４号線（中村隧道）トンネル修繕設計業務委託

主要地⽅道⿂津⽣地⼊善線県単独橋梁維持修繕港橋調査補修詳細設計委 H26.7 富山県

交通安全補修⼯事（防災・安全交付⾦（補正予算）） H26.7 福井県

調査・設計業務委託（中津原トンネル）

主要地⽅道⾦沢⼩松線ほか県中央⼟⽊総合事務所管内トンネル緊急点検業 H26.7 石川県

⼊善⿊部バイパス　⾼橋川橋上部⼯事 H26.7 富山県

コンクリート非破壊試験

祢比川橋補修補強設計業務委託 H26.7 富山県

某橋鉄筋探査業務 H26.7 福井県

（県単）橋梁維持修繕⼯事測量・ 調査・設計業務委託26-1 H26.7 福井県

某橋外修繕設計業務 H26.7 大阪市

某線　某橋ほか5橋 橋梁調査・補修設計業務 H26.6〜12 兵庫県

⼩規模橋梁詳細点検（その２）業務 H26.6 富山県

千保川橋（上下）耐震補強工事 H26.6 富山県

⼀般県道我⾕今⽴塔尾線外トンネル緊急点検業務委託 H26.6 石川県

主要地⽅道⼩松⾠⼝線外トンネル緊急点検業務委託 H26.6 石川県

県単独橋りょう維持修繕橋梁補修測量設計委託業務（久婦須橋・眼鏡橋） H26.6 富山県

（仮）⼭中伊切線橋梁調査（⼋⽇市新橋・保賀橋） H26.6 石川県

某道路トンネル点検 H26.6 京都府

道路防災施設修繕⼯事(防災･安全交付⾦(補正予算))調査業務委託25-1 H26.5〜7 福井県

新設BOX変状調査業務 H26.5 滋賀県

平成25年度(主)某線橋梁補修設計業務委託(某橋) H26.4〜6 兵庫県

某橋他橋梁補修設計業務委託 H26.4 奈良県

某調整池築造工事ひび割れ調査 H26.3 愛知県

釜屋大橋補修詳細点検委託業務 H26.3 石川県

平成２４年度（補正）社会資本整備総合交付⾦事業（修繕） H26.3 石川県

市道新屋２号線（某橋）橋梁修繕設計業務委託

主要地⽅道橋⽴港線　県単橋りょう補修⼯事（調査設計）業務委託 H26.3 石川県
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⼊善⿊部バイパス江⼝⾼架橋上部⼯事非破壊試験 H26.3 富山県

鷹の橋点検業務委託 H26.3 富山県

平成25年度社会資本整備総合交付⾦事業 H26.3 石川県

町道2級瑞穂鶴町1号線（瑞穂中央橋）外1橋補修設計業務

一般国道２４９号外橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（橋 H26.3 石川県

主要地⽅道⼭中伊切線外県単橋りょう補修⼯事（調査設計）業務委託 H26.3 石川県

⿂津滑川バイパス延槻⼤橋上部その１⼯事 H26.3 富山県

紅葉⽥跨線橋詳細調査 H26.3 福井県

平成25年度⽔産物供給基盤機能保全事業 H26.3 石川県

某漁港基本計画策定業務委託

(県単)橋梁維持修繕⼯事　橋梁補修調査設計業務【某橋】 H26.3 福井県

⽯川空洞化調査業務 H26.3 大阪府

町道丑⾕線（丑⾕橋）外橋梁修繕詳細設計業務委託 H26.3 兵庫県

橋梁補修設計業務（橋梁⻑寿命化修繕計画事業）[追加業務] H26.2〜3 兵庫県

一般国道360号他トンネル緊急点検 H26.2 石川県

三矢水門橋（外１箇所）詳細点検業務委託 H26.2 富山県

橋梁補修設計業務（その９） H26.2 富山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事25-4，25-13合併⼯事調査設計業務 H26.2 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　設計業務委託25-11 H26.2 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　設計業務委託25-9 H26.2 福井県

トンネル付属物点検⼯事（国道）（県単）道路防災対策⼯事合併⼯事 H26.2 福井県

調査業務委託24-2【某シェッド】

平成25年度 震災対策農業⽔利施設整備事業（養⽗地区） H26.1〜3 兵庫県

農道橋耐震診断調査業務

閑野橋鉄筋探査業務 H26.1 石川県

神通川水系松川 H26.1 富山県

県単独河川維持修繕河川⽤ゲート設備⻑寿命化計画策定等委託業務

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委託 H26.1 石川県

主要地⽅道⼭中伊切線外橋りょう補修⼯事（橋梁点検）業務委託（その２） H26.1 石川県

中川⽔系中川放⽔路 H26.1 富山県

県単独河川維持修繕起伏ゲート設備⻑寿命化計画策定等委託業務

平成24年度漁港施設機能保全計画策定業務委託某地区（その2） H26.1 石川県

主要地⽅道⾼岡⻘井⾕線外県単独災害防除(⼤門⼤橋外６橋） H26.1 富山県

橋梁詳細点検委託業務

⽼の坂トンネル補修設計業務 H26.1 京都府

(県単)橋梁維持修繕⼯事調査設計業務委託25-3【某橋】 H26.1 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　調査設計業務委託【某橋】 H26.1 福井県

市道稲吉福瀬線某橋ほか1補修調査設計業務 H26.1 鳥取県

市道橋（某橋）橋梁補修設計業務 H25.12〜H26.2 兵庫県

トンネル附属物点検工事（地方道） H25.12 福井県

（県単）道路防災対策⼯事合併⼯事調査設計業務委託２４－１

主要地方道越前宮崎線（熊谷トンネル）　越前町熊谷

トンネル附属物点検工事（地方道） H25.12 福井県

（県単）道路防災対策⼯事合併⼯事調査業務委託２４－２

一般県道越前織田線（越前トンネル）

主要地⽅道⽴⼭⼭⽥線外県単独橋りょう維持修繕（⽴⼭橋外） H25.12 富山県

橋梁詳細点検委託業務その２

平成24年度⼀般国道249号トンネル補修⼯事(設計)業務委託 H25.12 石川県

一般国道２４９号外県単橋りょう補修工事（設計）業務委託（その６） H25.12 石川県

能登町宇出津外

岡本川治水対策詳細設計業務 H25.12 福井県

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)　調査設計業務委託 H25.12 福井県

特定構造物改築⼯事(防災･安全交付⾦)　設計業務委託その１ H25.12 福井県

防安No.3I-10　橋梁補修設計等業務委託【某橋】 H25.12 福井県



調査診断実績表（土木）

業　務　名　称
調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

橋梁修繕詳細設計業務委託 H25.11〜H26.2 兵庫県

某橋橋梁調査業務 H25.11〜H26.2 兵庫県

中の町橋他2橋補修設計業務委託（追加業務） H25.11〜12 京都府

平成25年度天⻯川上流管内河川管理施設点検業務 H25.11 静岡県

国道8号函渠補修設計業務 H25.11 石川県

⼤型標識詳細点検業務 H25.11 富山県

震災対策農業施設整備事業 H25.11 石川県

農道橋耐震化整備計画策定業務委託（閑野橋）

都市計画道路北安江⼋⽇市線他⼀路線（広岡〜中橋） H25.11 石川県

無電柱化推進工事（設計）業務委託（その2）

上市川外県単独河川維持修繕河川⽤ゲート設備⻑寿命化計画策定等委託業 H25.11 富山県

神通⼤橋外橋梁点検業務 H25.11 富山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事調査設計業務【某橋】 H25.11 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事調査設計業務【某橋】 H25.11 福井県

某⼤橋　橋梁調査 H25.11 奈良県

某⼤橋橋梁補修調査設計業務委託 H25.10〜12 岡山県

橋梁補修設計業務（橋梁⻑寿命化修繕計画事業） H25.10〜12 兵庫県

⼀般国道360号道路災害防除⼯事（設計）業務委託（某トンネル） H25.10 石川県

新井⽥橋外橋梁点検業務 H25.10 富山県

塚越橋橋梁補修設計業務委託 H25.10 富山県

トンネル附属物点検工事 H25.10 福井県

（県単）道路防災対策⼯事合併⼯事トンネル調査業務委託（六呂瀬トンネ

社会資本整備総合交付⾦事業 H25.10 富山県

市道⽯⿊北⼭⽥線遊部⼤橋他補修調査設計業務委託

主要地⽅道砺波細⼊線外橋梁概略点検（県⻄部地区）委託業務 H25.10 富山県

毘沙門橋上部⼯復元設計業務 H25.10 兵庫県

天津神川（他2河川）集中豪雨・天井川等対策業務委託 H25.9〜H26.2 京都府

某川地域振興河川業務委託 H25.9〜H26.2 京都府

橋梁補修⼯設計業務委託（筏津橋・上景清橋） H25.9〜12 岡山県

住⾦鉱化脱⽔設備ベースン外壁調査 H25.9〜11 和歌山県

土器川潮止堰詳細診断・設計業務 H25.9〜10 香川県

主要地⽅道橋⽴港線道路災害防除⼯事（調査）業務委託（⼩野坂トンネ H25.9 石川県

トンネル鉄筋探査業務 H25.9 福井県

主要地⽅道⼤⾕狼煙飯⽥線県単橋りょう補修⼯事（坂下橋） H25.9 石川県

一般国道４７１号外県単独橋りょう維持修繕（島分橋外） H25.9 富山県

橋梁詳細点検委託業務

主要地⽅道⽴⼭⼭⽥線外県単独橋りょう維持修繕（⽴⼭橋外） H25.9 富山県

橋梁詳細点検委託業務

橋梁補修⼯事（防災・安全交付⾦）調査設計業務委託(某橋) H25.9 福井県

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)調査設計業務委託 H25.9 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事調査・設計業務委託その１ H25.9 福井県

橋梁補修⼯事(防災・安全交付⾦)調査業務委託 H25.9 福井県

橋梁補修設計業務委託 H25.8〜12 奈良県

町道家内中渡り線・塩ノ⾕橋外橋梁修繕詳細設計業務委託 H25.8〜10 兵庫県

妙巖隧道点検業務委託 H25.8 富山県

一般国道３０４号県単独災害防除五箇山トンネル点検等委託業務 H25.8 富山県

某スノーシェッドはつり調査 H25.8 石川県

市道⻑井坂地原線⼭⼝橋耐震補強⼯事設計業務委託 H25.8 石川県

⼆級河川⽉橋⽔門・⾼橋川分流堰機能診断業務委託 H25.8 石川県

一般国道２４９号橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（米町 H25.8 石川県

横断歩道橋点検業務委託 H25.8 富山県

主要地方道福光上平線外県単独災害防除トンネル点検委託業務 H25.8 富山県

(仮称)某高架橋詳細調査 H25.8 福井県

(仮称)某高架橋詳細調査 H25.8 福井県



調査診断実績表（土木）
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調査年⽉ 調査場所
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道路更新防災等対策事業（国道橋りょう補修・予備費）⼯事 H25.8 奈良県

インテイクベイ設計業務 H25.8 沖縄県

公共事業道路交通安全施設整備道路付属物点検業務 H25.7〜11 兵庫県

⼆内港岸壁笠コンクリート調査 H25.7〜9 和歌山県

最上川上流河川管理施設補修設計外検討業務 H25.7〜8 山形県

某軌道スラブコア採取 H25.7〜8 石川県

(仮称)若狭町内農道橋詳細調査 H25.7〜8 福井県

⻄宮トンネル調査　（⻄北第８号　道路維持修繕⼯事） H25.7〜8 兵庫県

主要地⽅道⼩出奥只⾒線防災安全（効果隧道・補正）初回点検６委託 H25.7 新潟県

千歳橋詳細調査補修設計業務委託その２ H25.7 富山県

⼆級河川浅野川浅野川導⽔路取⽔門機能診断業務委託 H25.7 石川県

基盤整備促進事業 H25.7 富山県

⼩⽮部川上流⽤⽔⼟地改良区橋梁・⽔管橋保全対策計画業務

吉谷トンネル外点検業務委託 H25.7 富山県

主要地⽅道富⼭⿂津線外県単独災害防除橋梁概略点検委託業務 H25.7 富山県

⼊善⿊部バイパス江⼝⾼架橋上部⼯事非破壊試験 H25.7 富山県

平成24年度震災対策農業⽔利施設整備事業 H25.7 福井県

福井地区(二州地区)業務委託第2号

細呂⽊地区委託(某6号橋) H25.7 福井県

(仮称)某橋詳細調査 H25.7 福井県

⼀般県道四⽅新中茶屋線外県単独災害防除⼩規模橋梁概略点検委託業務 H25.6 富山県

大沢野大橋はつり調査 H25.6 富山県

二級河川於古川前川水門機能診断業務委託 H25.6 石川県

一般国道157 号橋りょう補修工事 (設計)業務委託（某橋） H25.6 石川県

砂防総合流域防災⼯事(防災・安全交付⾦)その2⼯事の内、⼟質試験費 H25.6 福井県

平成24年度御前崎海岸他⽼朽化対策緊急事業に伴う施設点検設計業務委 H25.5〜8 静岡県

中の町橋他2橋補修設計業務委託 H25.5〜7 京都府

主要地⽅道⼊善朝⽇線外県単独災害防除橋梁概略点検委託業務 H25.5 富山県

二級河川大聖寺川外特定構造物改築工事（設計）業務委託 H25.5 石川県

市道⼤川町茶屋線外２路線橋梁補修設計業務（某橋外２橋） H25.5 石川県

某トンネル外６箇所トンネル点検業務 H25.5 石川県

⼀般県道下⼤久保上熊野線外県単独橋梁維持修繕合⽥橋外耐震補強設計 H25.5 富山県

某跨線橋上部工その1工事非破壊試験 H25.5 富山県

特定構造物改築工事（小規模施設）機能診断業務委託 H25.5 石川県

交通安全補修⼯事（地⽅道）（防災安全交付⾦）地質調査・設計業務委託 H25.5 福井県

主要地⽅道⼭中伊切線橋りょう補修（防災・安全）⼯事（設計）業務委託 H25.5 石川県

主要地⽅道宇奈⽉⼤沢野線外県単独橋りょう維持修繕（⼩⼜橋外） H25.5 富山県

耐震補強設計委託業務

一般国道３０５号外橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（そ H25.5 石川県

一般国道２４９号橋りょう補修（防災・安全）工事（設計）業務委託（米町 H25.5 石川県

内外海漁港・田烏漁港機能保全計画策定業務 H25.5 福井県

交通安全補修事業(国道) H25.5 福井県

（防災・安全交付⾦）トンネル補修設計業務委託（某トンネル）

交通安全補修事業(国道) H25.5 福井県

（防災・安全交付⾦）トンネル補修設計業務委託（某トンネル）

主要地方道志賀田鶴浜線橋りょう補修(防災・安全)工事（設計）業務委託 H25.5 石川県

某トンネル覆工調査 H25.5 福井県

某跨線橋調査補修設計 H25.5 福井県

(仮称)新設コンクリート床版強度確認業務 H25.5 福井県

前川外　社会資本整備総合交付⾦事業（関連事業） H25.5 奈良県

某川隧道健全度調査 H25.5 滋賀県

和歌山葛城地区橋脚ひび割れ調査 H25.4 和歌山県

丹波綾部道路丹波IC改良⼯事（新設ひび割れ調査） H25.4 京都府

平成24年度　道路災害防⽌⼯事の内 H25.4 愛知県
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トンネル緊急点検業務委託（１）および（２）

某⼤橋外１橋⻑寿命化修繕等設計業務 H25.4 石川県

千歳橋詳細調査補修設計業務委託 H25.4 富山県

稲尾6号橋外1橋梁詳細設計業務 H25.4 千葉県

市道下勝田線銕川橋耐震補強設計業務委託 H25.4 石川県

橋梁補修⼯事(地域⾃主戦略交付⾦)橋梁補修調査設計業務(某橋他) H25.4 福井県

二宮川緊急改築工事（設計）業務委託 H25.3〜5 石川県

主要地方道田鶴浜堀松線橋りょう補修工事（設計）業務委託 H25.3〜5 石川県

某⼤橋有料道路○○川橋他橋梁調査補修設計業務委託 H25.3〜5 滋賀県

平成24年度輪島港作業橋点検調査 H25.3 石川県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　景観検討業務 H25.3 福井県

平成24年度越前町橋梁点検調査業務 H25.3 福井県

某川現地調査および空洞調査 H25.3 大阪府

平成24年度単県 橋梁補修詳細設計業務委託（某⼤橋） H25.3 福岡県

大口新橋詳細調査 H25.2〜3 石川県

ゼオン橋詳細調査 H25.2〜3 富山県

某橋　橋梁詳細調査業務 H25.2〜3 福井県

某トンネル調査 H25.2 大阪府

某国道緊急整備工事 H25.2 滋賀県

平成24年度　農道保全対策事業(基幹) H25.2 福井県

社地区　設計業務委託第5号(某橋)

国道○○号橋梁補修詳細設計業務委託 H25.2 福岡県

奥能登土木管内トンネル点検業務 H25.1〜2 石川県

主要地⽅道⼩松⼭中線県単橋梁補修⼯事（設計）業務委託 H25.1〜2 石川県

⾦沢港港湾施設維持管理計画作成業務委託（その３） H25.1〜2 石川県

主要地⽅道⿂津⽣地⼊善線外県単独橋りょう維持修繕橋梁詳細点検委託業 H25.1 富山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事設計業務委託24-3　⼀般県道敦賀美浜線　他 H25.1 福井県

某国道管内橋梁補修設計業務 H25.1 佐賀県

311地震災1049-203号高城川樋管詳細設計業務委託 H24.12〜H25.1 宮城県

⻄区及び⻄蒲区管内橋梁点検業務委託 H24.12〜H25.1 新潟県

越前市橋梁⻑寿命化修繕計画策定業務委託 H24.12〜H25.1 福井県

某調整池整備工事 H24.12 奈良県

（県単）橋梁維持修繕⼯事橋梁補修調査設計業務委託(某橋) H24.12 福井県

池⽥市旭丘2丁目橋梁調査 H24.12 大阪府

新潟港・⼆⾒港国有港湾施設現況調査及び維持管理計画書作成業務 H24.11〜H25.2 新潟県

⼩⽮部市橋梁詳細点検その３業務 H24.11〜12 富山県

主要地⽅道富⼭⼩杉線外県単独橋梁維持修繕橋梁詳細点検委託業務 H24.11〜12 富山県

某橋梁⼯事 H24.11 京都府

海岸堤防等⽼朽化対策事業簑島地区 H24.11 福岡県

⾦沢港港湾施設維持管理計画作成業務委託（その１） H24.10〜11 石川県

福井銀⾏南条⽀店非常⽤発電装置設置⼯事 H24.10 福井県

⻘嵐橋・蒲⽣橋　橋梁補修補強実施設計業務委託 H24.10 福岡県

橋梁修繕詳細設計業務委託 H24.9〜11 兵庫県

H24⻑岡国道管内トンネル定期点検業務 H24.9〜10 新潟県

主要地⽅道押⽔福岡線外県単独橋梁維持修繕橋梁詳細点検委託業務 H24.9〜10 富山県

⼤和御所道路　六条⾼架橋鋼上部⼯事 H24.9〜10 奈良県

竪下北中学校擁壁調査業務 H24.9〜10 大阪府

某海岸・港湾・漁港機能点検調査業務 H24.9 愛知県

某高架橋A1橋台工事 H24.9 和歌山県

砂防総合流域防災事業（地域⾃主戦略交付⾦） H24.9 福井県

測量調査設計業務委託六路⾕その１

某浦漁港水産物供給基盤機能保全（設計）委託 H24.9 熊本県

社整No.3I-11　橋梁補修設計等業務 H24.8 福井県

市単No.4I-71 橋梁耐震補強設計等業務(某跨線橋) H24.8 福井県
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橋梁補修⼯事（地域⾃主戦略交付⾦） H24.8 福井県

調査設計業務委託(某橋)

橋梁補修⼯事（地域⾃主戦略交付⾦） H24.8 福井県

調査設計業務委託(某高架橋)

道路トンネル緊急点検（内装板）森本トンネル H24.7〜8 石川県

国道○○号（某橋）道路整備交付⾦（⾃主戦略）委託 H24.7〜8 熊本県

平成24年度経営体育成基盤整備事業(ほ場)細呂⽊地区委託第4号 H24.7 福井県

某橋梁ASRゲルステイン試験 H24.6 三重県

某橋梁耐震詳細設計業務委託 H24.6 岐阜県

県道溝⼝伯太線（煌花橋）耐震補強⼯事（下部⼯）（社会交付⾦） H24.5〜6 鳥取県

地域⾃主戦略（雪寒）スノーシェルター補修設計業務 H24.5 群馬県

某橋第1主塔再利⽤に関する調査 H24.4〜5 和歌山県

PCBOXひびわれ調査 H24.4 富山県

輪島市橋梁耐震対策⼯事設計業務 H24.3 石川県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　調査･設計業務(某橋) H24.3 福井県

橋梁補修⼯事（地域⾃主戦略交付⾦）調査設計業務委託(某橋) H24.2〜3 福井県

（県単）橋梁維持修繕⼯事設計業務委託⻄三松23-5 H24.2〜3 福井県

橋梁補修⼯事(地域⾃主戦略交付⾦)調査設計業務委託(某橋) H24.2〜3 福井県

志賀町内橋梁補修調査 H24.2 石川県

某橋⻑寿命化基本設計(追加調査) H24.2 東京都

某橋橋脚鉄筋調査業務 H24.2 福井県

（県単）橋梁維持修繕⼯事 調査・設計業務委託（某橋） H23.2 福井県

某橋⻑寿命化基本設計 H24.1〜2 東京都

某陸橋⻑寿命化基本設計 H24.1〜2 東京都

橋梁補修⼯事(地域⾃主戦略交付⾦)調査・設計業務委託(某橋) H24.1〜2 福井県

平成23年度 管内⼀円臨時⽣活関連施設整備業務委託 H24.1〜2 京都府

某橋　橋梁補強設計業務委託 H24.1〜2 兵庫県

富⼭市内橋梁補修調査 H24.1 富山県

富⼭市橋梁点検業務 H24.1 富山県

橋梁補修⼯事（地域⾃主戦略交付⾦）調査業務 H24.1 福井県

国道（某橋）調査設計業務委託 H24.1 沖縄県

（県単）橋梁維持修繕⼯事調査業務委託その２(某橋,他1橋) H23.12〜H24.1 福井県

南砺市橋梁点検業務 H23.12 富山県

市道⽮⽥郷27号線橋梁修繕設計業務 H23.12 石川県

福井県内トンネル点検業務 H23.12 福井県

富山管内トンネル点検業務 H23.11〜12 富山県

（県単）橋梁維持修繕⼯事　設計業務委託(某橋) H23.11〜12 福井県

市単No.4I-71 橋梁耐震補強設計等業務(某橋) H23.11〜12 福井県

PC桁ひび割れ調査補助業務 H23.11 三重県

平成２３年度 県単道路橋梁維持（橋梁修繕）事業に伴う設計業務委託 H23.11 ⻑野県

富⼭市内橋梁補修設計業務 H23.11 富山県

有峰トンネル空洞調査 H23.11 富山県

某道路建設⼯事 H23.10 三重県

⼩⽮部市橋梁詳細点検 H23.10 富山県

橋梁⻑寿命化修繕計画策定業務 H23.10 富山県

⾼岡市内橋梁詳細点検業務 H23.9 富山県

橋梁詳細点検（その３）業務 H23.9 富山県

（県単）道路防災対策⼯事（ゼロ県債）測量・調査・設計業務委託 H23.9 福井県

社会資本整備総合交付⾦事業 H23.9 福井県

社整No.3I-1橋梁補修設計等業務委託

⻑岡国道トンネル定期点検業務 H23.8〜9 新潟県

(県単)橋梁維持修繕⼯事某橋２・３号橋補修設計業務 H23.8〜9 福井県

某道路建設⼯事 H23.8 三重県

富⼭市内橋梁落橋防⽌装置設計業務 H23.8 富山県
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⼩川桟道橋・⾼原川橋橋梁詳細調査 H23.8 岐阜県

⿊崎道路その５⼯事 H23.8 石川県

市道橋梁点検その６業務委託 H23.8 富山県

国道（某橋）調査設計業務委託 H23.8 沖縄県

某橋現地調査およびコンクリート試験 H23.7〜9 奈良県

橋梁耐震化設計業務 H23.7 富山県

富⼭市内橋梁補修補強検討業務 H23.7 富山県

富⼭市内橋梁補修設計業務 H23.7 富山県

橋梁補修⼯事(社会資本整備総合交付⾦)その１⼯事 H23.6〜7 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事調査･設計業務委託(某橋) H23.6〜7 福井県

某高架橋下部工事 H23.6 三重県

市道橋梁点検その４業務 H23.6 富山県

平伝寺高架橋上部工その２工事 H23.5〜6 富山県

⼊善⿊部バイパス平伝寺⾼架橋上部⼯事 H23.5〜6 富山県

某橋梁補修補強設計委託業務 H23.5 ⼭梨県

交通安全補修工事トンネル補修調査設計 H23.4〜5 福井県

⾼岡市橋梁概略点検 H23.4 富山県

輪島市橋梁耐震対策⼯事設計 H23.4 石川県

某橋現況調査業務 H23.4 兵庫県

出雲・佐⽥・多岐地区 県単砂防修繕（急傾斜：落⽯対策）⼯事 調査・設計 H23.3〜4 島根県

百谷トンネル外点検作業 H23.3 富山県

万願寺第⼆地区都市計画道路7･5･3-2号線既存構造物調査業務 H23.3 東京都

和歌⼭椿⼭ダム橋梁鉄筋探査業務（仮） H23.3 和歌山県

某橋橋梁詳細調査業務 H23.3 大阪府

橋梁補修⼯事(社会資本整備総合交付⾦)詳細調査業務(某橋) H23.2〜3 福井県

某橋⻑寿命化基本設計業務 H23.2〜3 東京都

平成22年度県単⼩規模⼟地改良事業 H23.2〜3 福井県

農業用用排水施設保全整備第１０号委託

（県単）橋梁維持修繕⼯事設計業務委託 H23.2 福井県

平成22年度某国道管内橋梁点検業務 H23.2 ⻑野県

和歌山県本線（無名橋）公共事業県道橋りょう補修設計業務 H23.2 和歌山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事設計業務委託(某橋) H23.1〜4 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事設計業務委託(某橋) H23.1〜4 福井県

道路下防⽕⽔槽調査・試験業務 H23.1〜3 兵庫県

新設橋梁上部⼯ひび割れ調査検討業務 H23.1〜2 滋賀県

⼩松⼯区安宅新直⽴堤災害復旧（その1）⼯事 H23.1 石川県

平成22年度県単道路橋梁維持（橋梁修繕）事業に伴う設計業務委託 H23.1 ⻑野県

某橋橋梁補修設計業務 H23.1 兵庫県

既設橋脚ひび割れ調査検討業務 H23.1 大阪府

新設暗渠変状調査検討業務 H23.1 和歌山県

相引川排⽔機場および同⽔門⻑寿命化計画作成業務 H22.12〜H23.3 香川県

新設橋脚ひび割れ調査検討業務 H22.12〜 奈良県

H23.１

市野々刈安線危険箇所地質調査業務 H22.12 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事　測量・調査・設計業務 H22.12 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(某橋)調査設計業務 H22.12 福井県

橋梁補修⼯事（社会資本整備総合交付⾦）設計業務(某橋) H22.12 福井県

氷⾒市橋梁概略点検 H22.12 富山市

平成22年度　橋修－単⾅委第1-4号　設計委託（某橋） H22.12 福岡県

既存防火水槽鉄筋探査業務 H22.12 大阪府

新設コンクリート構造物ひび割れ調査検討業務 H22.12 和歌山県

既存鉄筋コンクリート造防⽕⽔槽維持管理マニュアル作成業務 H22.11〜H23.3 東京都

主要地⽅道　⼤阪中央環状線外橋梁補修設計委託 H22.11〜H23.2 大阪府

（県単）橋梁維持修繕⼯事（県単）道路維持修繕⼯事合併補修⽅法検討 H22.11 福井県
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横断暗渠鉄筋探査 H22.11 石川県

大本山總持寺祖院浴司コンクリート性能調査業務 H22.11 石川県

新設コンクリート構造物ひび割れ調査検討業務 H22.11 兵庫県

舞鶴若狭⾃動⾞道美浜⻄地区附帯⼯設計 H22.10 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事設計業務委託(某橋) H22.10 福井県

某橋補修設計業務 H22.10 石川県

富⼭市橋梁点検業務 H22.10 富山県

平成22年度某橋始め２橋補修設計 H22.10 愛知県

国道19号　某跨線橋　RC床版・グレーチング床版調査 H22.10 ⻑野県

⾈橋村橋梁点検業務 H22.9 富山県

⼊善町橋梁点検業務 H22.9 富山県

某町土地区画内仮管陥没調査 H22.9 三重県

北九州モノレール橋架点検 H22.9 福岡県

某橋災害復旧⼯事 H22.9 兵庫県

既存防火水槽調査業務 H22.9 東京都

既設橋脚ひび割れ調査検討業務 H22.9 愛知県

既存道路側溝損傷検討業務 H22.9 和歌山県

既存防⽕⽔槽強度検討業務 H22.8〜9 兵庫県

新設擁壁ひび割れ調査検討業務 H22.8〜9 広島県

某トンネル詳細調査業務 H22.8 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事橋梁調査業務(その1) H22.6 福井県

旭台配水池通気孔削孔工事 H22.6 石川県

松浦市　某橋　補修設計 H22.6 ⻑崎県

既存ガレージひび割れ調査検討業務 H22.6 大阪府

既存擁壁構造検討業務 H22.6 京都府

既存ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄひび割れ検討業務 H22.6 三重県

北九州モノレール橋架点検 H22.5〜11 福岡県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(きめ細かな交付⾦)設計業務 H22.5〜6 福井県

⽩⼭市内橋梁現況調査 H22.5 石川県

杉俣TN鉄筋かぶり調査 H22.5 福井県

平成22年度調査測量委託業務（某橋外2橋） H22.5 愛知県

名神⾼速道路　彦根管内コンクリート構造物補修⼯事（H21年度） H22.4〜10 滋賀県

地域連携推進（道路補修） 橋梁詳細調査等業務委託 H22.4〜7 福井県

（県単）道路防災対策⼯事（きめ細かな交付⾦）　測量・調査・設計業務委 H22.4〜6 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(きめ細かな交付⾦)測量調査設計業務 H22.4〜6 福井県

みなと振興交付⾦事業　防潮堤調査業務 H22.4〜5 福井県

⾦沢市内橋梁下部⼯鉄筋調査 H22.4 石川県

⼩松市某橋健全度調査 H22.3 石川県

射⽔市某橋梁詳細点検業務委託 H22.3 富山県

某桟橋調査 H22.3 京都府

平成21年度　交付国橋⾅委第1-4号設計委託 H22.3 大分県

新⼭科浄⽔場低区配⽔池内⾯改良（その3）⼯事 H22.3 京都府

コンクリート供試体中のアルカリシリカゲル有無調査 H22.3 神奈川県

供試体強度試験業務 H22.3 大阪府

豊川放⽔路護岸調査業務 H22.2〜3 愛知県

一般国道３０４号県単独橋りょう維持修繕某橋外橋りょう詳細点検業務 H22.2 富山県

コンクリート破片中のアルカリシリカゲル有無調査 H22.2 沖縄県

天ヶ瀬ダム⿂道構造調査業務　圧縮強度試験委託業務 H22.2 京都府

（県単）橋梁維持修繕⼯事（交付⾦） 調査業務委託(某橋) H22.1〜3 福井県

平成21年度北九州市道路橋定期点検業務委託（某橋） H22.1〜2 福岡県

某橋他橋梁点検業務 H22.1 富山県

⻑⾕川砂防ダム緊急リフレッシュ対策⼯事（設計）業務 H22.1 石川県

伏原湯岡地区急傾斜対策に伴う地質・設計その２ H21.12〜H22.1 福井県

地域連携推進⼯事（道路補修）設計業務(某橋) H21.12〜H22.1 福井県
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平成21年度 県単道路橋梁維持事業（橋梁修繕）に伴う設計業務委託 H21.12〜H22.1 ⻑野県

某橋その2

平成21年度県単道路橋梁維持(橋梁修繕）事業に伴う設計業務委託（某 H21.12 ⻑野県

平成21年度県単道路橋梁維持(橋梁修繕）事業に伴う設計業務委託（某 H21.12 ⻑野県

県単独橋梁維持修繕（某橋）橋梁補修調査設計委託 H21.12 富山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事橋梁詳細調査業務(某橋) H21.11〜H22.3 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事橋梁詳細調査業務(某橋) H21.11〜H22.3 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事橋梁詳細調査業務(某橋) H21.11〜H22.3 福井県

平成21年度国道単独橋梁詳細点検業務 H21.11〜H22.2 滋賀県

地域連携推進工事（災害防除）設計業務(某橋) H21.11〜12 福井県

平成21年度県単道路橋梁維持(橋梁修繕）事業に伴う設計業務委託 H21.11 ⻑野県

⼀般国道157号地域活⼒基盤創造交付⾦（橋梁補修）⼯事某橋 H21.11 石川県

敦賀市橋梁詳細調査業務委託 H21.11 福井県

地域連携推進⼯事（道路補修）設計業務(某橋) H21.11 福井県

総合Gプール施設調査検討 H21.11 岡山県

主要地⽅道路福江富江線道路災害防除⼯事（設計業務委託） H21.11 ⻑崎県

防⽕⽔槽維持管理マニュアル(案)作成業務 H21.10〜H22.3 東京都

コンクリート2次製品鉄筋かぶり調査 H21.10〜H22.3 和歌山県

地域連携推進⼯事（道路補修）調査設計業務委託　(某橋) H21.10〜11 福井県

泉ヶ丘第2配水場耐震2次診断委託業務 H21.10〜11 大阪府

県単独橋梁維持修繕新蛇⾕橋他橋梁詳細点検業務 H21.10 富山県

平成21年度輪島市橋梁耐震対策⼯事設計業務委託（某橋） H21.10 石川県

主要地⽅道⾼岡⻘井⾕線県単独橋梁維持修繕（某橋） H21.10 富山県

床版補修調査・詳細設計業務

新湊漁港（⻄地区）漁港施設機能保全計画策定業務 H21.10 富山県

某橋調査設計業務 H21.10 新潟県

地域連携推進⼯事（道路補修）調査設計業務委託　(某橋) H21.10 福井県

（県単）橋梁維持修繕⼯事（経済対策交付⾦）調査設計業務委託　(某橋) H21.9〜11 福井県

（県単）橋梁維持修繕⼯事　橋梁詳細調査業務委託21-2　(某橋) H21.9〜10 福井県

⻄穂積配⽔場1号池ほか耐震診断等調査業務委託 H21.9〜10 大阪府

蒲郡浄水場撤去(その２）工事 H21.9 愛知県

⼋尾町内橋梁調査 H21.9 富山県

⼀般国道157号地域活⼒基盤創造交付⾦（橋梁補修）⼯事某橋 H21.9 石川県

富⼭市橋梁点検調査業務委託 H21.9 富山県

某橋補修設計業務 H21.9 福井県

利賀ダム某TN劣化調査 H21.8 富山県

主要地⽅道橋⽴港線県単橋りょう補修⼯事（設計）業務委託 H21.8 石川県

トンネル定期点検業務 H21.8 石川県

（県単）交通安全補修⼯事（経済対策交付⾦）トンネル補修調査業務委託 H21.8 福井県

上市町橋梁点検調査業務委託 H21.7〜8 富山県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(某橋)橋梁床版調査業務 H21.7〜8 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(某橋)橋梁床版調査業務 H21.7〜8 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(某橋)橋梁床版調査業務 H21.7〜8 福井県

(県単)橋梁維持修繕⼯事(某橋)橋梁床版調査業務 H21.7〜8 福井県

神⼾埠頭PL15コンクリート舗装調査業務 H21.7〜8 兵庫県

某道路修繕⼯事（橋梁詳細調査） H21.7〜8 鳥取県

尾鷲海岸施設調査 H21.7 三重県

九間町東3丁地内外防火水槽補強設計業務 H21.6〜H22.1 大阪府

第1浄水場整備工事設計業務 H21.6〜7 京都府

高架橋ひび割れ調査 H21.6〜7 大阪府

平成20年度都⼼環状線落下防⽌対策等改築⼯事 H21.6 東京都

コンクリート2次製品の強度調査 H21.6 大阪府

某県道（某橋）県単独道路維持修繕橋梁補修設計業務 H21.5 富山県

某橋床版調査業務 H21.4 福井県



調査診断実績表（土木）

業　務　名　称
調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

某道路トンネル調査 H21.3 大阪府

某橋梁調査業務 H21.2 福井県

某橋　超⾳波試験（⼟研法）による新設の構造体コンクリートの強度測定 H21.1〜2 福井県

ＥＰＭＡ（面分析）による塩化物イオン等含有物調査業務 H21.1〜2 宮崎県

某橋外橋梁点検業務委託 H20.12〜H21.1 富山県

上寺津発電所取水口等耐震診断業務委託 H20.12 石川県

橋梁調査 H20.12 石川県

福井県橋梁点検 H20.11〜H21.2 福井県

橋脚調査 H20.11 石川県

道路トンネル定期点検 H20.11 石川県

舗装版変状（ひび割れ）調査 H20.11 兵庫県

防⽕⽔槽調査および強度試験業務 H20.11 大阪府

⼤阪市橋梁定期点検調査業務委託 H20.10〜H21.2 大阪府

新築ケーソンの変状（ひび割れ）原因調査業務 H20.10 和歌山県

えん堤コンクリート現況劣化調査 H20.10 石川県

平成20年度伏⽊富⼭港(伏⽊地区)統合補助左岸2号桟橋補修設計 H20.10 富山県

道路トンネル定期点検 H20.9〜10 富山県

橋梁調査 H20.9 石川県

一般県某線外調査業務 H20.9 富山県

市内電⾞環状線化⽕防⽔路等調査設計業務 H20.8 富山県

防火水槽補強設計 H20.7〜8 大阪府

鉄道構造物耐震補強工事その１ H20.7 兵庫県

道路トンネル定期点検 H20.6〜9 石川県

吹田(信)張換調整池新設他工事 H20.6〜8 大阪府

平成20年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業(⼆期)紀伊平野七郷井⽔路ゲート設 H20.6 和歌山県

むさし横断地下道工事 H20.6 石川県

橋梁耐震補強設計 H20.3 富山県

某高架橋他１橋下部工事 H20.2〜H20.3 石川県

橋梁詳細点検業務 H19.12〜H20.1 富山県

平成19年度県単道路橋梁維持(橋梁修繕)事業に伴う調査業務委託 H19.12〜H20.1 ⻑野県

某線脚柱部ひび割れ調査 H19.12 滋賀県

某高架橋他１橋下部工事 H19.11〜H20.3 石川県

県単独橋りょう維持修繕橋梁詳細点検 H19.11〜H20.1 富山県

某トンネル点検業務 H19.11〜H20.1 石川県

道路災害復旧設計業務委託 H19.11〜12 石川県

某跨道橋下部工事 H19.11 石川県

平成19年度森林基幹道開設⼯事某線4⼯区 H19.11 福井県

⻄部地区橋梁点検等業務 H19.10〜H20.1 富山県

鉄筋腐⾷度調査（⾃然電位法） H19.10 大阪府

平成19年度　通常砂防⼯事　その1⼯事 H19.10 福井県

平成19年度某橋詳細調査業務 H19.9〜H20.3 福井県

某国道橋梁補修⼯事 H19.9〜10 ⻑崎県

平成19年度市単独事業篠農村（委）第10号擁壁調査業務 H19.9 京都府

某国道橋梁点検 H19.7〜8 石川県

某高架橋耐震補強設計業務 H19.7 石川県

一般国道橋りょう補修工事(設計)業務 H19.7 石川県

⺠間　擁壁調査 H19.6 大阪府

平成18年度県営経営体育成基盤整備事業(⼟地総)合併⼯事 H19.5 福井県

河川災害復旧助成⼯事･(県単)橋梁整備⼯事合併⼯事(某橋)　17－33⼯事 H19.5 福井県

平成18年度橋梁維持事業某橋落橋防⽌施設設置⼯事 H19.3 兵庫県

某橋他2橋　橋梁修繕事業調査設計業務 H19.3 島根県

橋脚(フーチング)ひび割れ調査 H19.3 福井県

防火水槽コンクリート調査 H19.2 大阪府

三方地区送水管調査 H19.1 福井県



調査診断実績表（土木）

業　務　名　称
調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

某橋改修設計業務委託 H19.1 石川県

橋梁調査業務 H18.11 富山県

橋梁調査 H18.10 石川県

橋梁落橋防⽌設計 H18.10 石川県

ポートアイランド処理場⽔処理施設劣化調査業務委託 H18.7〜8 兵庫県

既存土木構造物(擁壁)現況調査 H18.6 京都府

⾼架下空間利⽤実態調査 H18.6 東京都

某橋補強設計業務委託 H18.3 福井県

河川構造物健全度調査 H18.2

某橋外ASR点検 H18.1 石川県

某橋フーチングASR点検 H17.12 石川県

⼤浦地区橋梁調査業務 H17.11 富山県

橋梁点検 H17.11 石川県

愛⽇⼩学校擁壁健全度調査 H17.9 東京都

住吉地区改良⼯事 H17,8 富山県

（県単）橋梁維持修繕⼯事予備設計業務委託 H16.12 福井県

防⽕⽔そう強度試験業務 H16.10 大阪府

防⽕⽔そう強度試験業務 H16.10 大阪府

北陸⾃動⾞道　某橋補修⼯事に係る事前調査その２ H16.10 石川県

⼤⻑⾕第3発電所上⽔槽劣化調査 H16.7 富山県

土質調査及び詳細設計業務委託 H16.4 福井県

上水道施設耐震診断調査業務 H15.9 福井県

某橋硬化コンクリート中の塩分含有量試験 H15.1 石川県

逆Ｔ型擁壁ひびわれ調査業務 H15.1 京都府

某⾼架橋下部その３⼯事既存⽔路ＢＯＸ調査報告書 H14.12 石川県

平成14年度福井県企業庁中島発電所笹⽣川導⽔路劣化度調査業務 H14.11 福井県

⺠間⼯場コルゲートサイロ下部⼯調査 H14.10 富山県

既存擁壁調査 H14.8 京都府

現場打ちボックスカルバートひびわれ調査業務 H14.5〜7 京都府

平成13年度福井県企業庁中島発電所笹⽣川導⽔路劣化度調査業務 H13.11 福井県

ＲＣ床版橋劣化度調査 H12.8 福井県

深江（砺波市）⼟地区画整理事業に関わる設計業務委託 H12.6 富山県

※上記業務は全て下請での実績です。


