
調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所

平成28年度某流域下⽔道幹線管路耐震（詳細）診断調査その4 H29.3〜4 富山県

野崎ポンプ場耐震診断調査業務委託 H29.3〜4 和歌山県

平成28年度 防災・安全社会資本整備交付⾦事業　某処理区管路施設⻑寿

命化実施設計業務委託

H29.2〜3 石川県

某排⽔路調査構造照査業務 H29.2〜3 富山県

⽔俣市浄化センター機械濃縮汚泥分離液ピット防⾷塗装更新詳細設計業務 H29.2〜3 熊本県

名張市中村CP耐震診断及び改造検討 H29.1〜2 三重県

土消委第2号防火水槽調査業務委託 H29.1〜2 岐阜県

出島導水ポンプ場基本設計・耐震診断業務 H28.12〜 和歌山県

平成28年度周南市野村開作排⽔ポンプ場　再構築基本設計(⻑寿命化計画)

業務委託

H28.12〜

H29.1

山口県

平成28年度　北上⽔　第1-分2016号　⽔沢浄⽔場排⽔処理施設等構造物

診断業務委託

H28.12 三重県

熊本地震防火水槽被害調査 H28.11〜 熊本県

平成28年度　北上⽔　第1ｰ分2013号　播磨浄⽔場排⽔処理施設等構造物

診断業務委託

H28.11〜12 三重県

既設配水池耐震補強設計業務（花山特1高層配水池） H28.11〜12 兵庫県

和歌川終末処理場和歌浦系ポンプ棟耐震診断調査業務委託 H28.10〜 和歌山県

一級河川寝屋川仁和寺調節池補修設計委託 H28.10〜 大阪府

くすの⽊台調整池ほか劣化調査 H28.10〜12 広島県

平成28年度下⽔道改築⼯事（1⼯区 蛍池東町4丁目外） H28.10〜11 大阪府

平成28年度下⽔道改築⼯事（5⼯区 岡上の町4丁目外） H28.10〜11 大阪府

某川流域下⽔道管渠耐震詳細診断調査その２委託業務 H28.10 富山県

⻄尾幡⾖広域調整池築造（その4）⼯事監理業務 H28.9〜12 愛知県

某配水池耐震診断業務委託 H28.9〜11 石川県

井⼝台調整池ほか劣化調査 H28.9〜11 広島県

平成28年度⼊江崎総合スラッジセンター実施設計委託その12 H28.9〜10 神奈川県

平成28年度信貴⼭配⽔場・接合井耐震診断業務 H28.9〜10 奈良県

経年防⽕⽔槽再⽣調査設計 H28.8〜H29.3 東京都

芦屋下⽔処理場場内ポンプ場耐震診断(詳細診断)及び耐震補強実施設計委

託

H28.8〜H29.1 兵庫県

桑名市水道事業　施設構造物耐震調査業務委託 H28.7〜9 三重県

富⼭公共下⽔道松川処理分区庁星幹線耐震化実施設計業務委託 H28.7〜8 富山県

防火水槽排水業務委託 H28.6〜H29.3 愛知県

⼤安寺第⼀処理分区管渠改築⼯事に伴う管渠調査業務委託 H28.6 奈良県

水橋幹線橋台補修調査 H28.5〜12 富山県

松⼭市北条浄化センター劣化調査 H28.5〜8 愛媛県

松⼭市⻄部浄化センター劣化調査 H28.5〜8 愛媛県

平成27年度防災安全交付⾦（流域下⽔道）事業に伴う下⽔道管路施設改

築実施設計業務その２

H28.5〜6 ⻑野県

平成27年度某川流域下⽔道幹線耐震(詳細)診断調査その2委託業務 H28.5〜6 富山県

多可町杉原⾕浄化センターコンクリート劣化調査 H28.4〜5 兵庫県

某遮集幹線管渠内調査業務
H28.3 静岡県

平成27年度防災安全交付⾦（流域下⽔道）事業に伴う下⽔道管路施設改
H28.3 ⻑野県

某下⽔道管路施設詳細耐震診断業務委託
H28.2〜3 愛知県

防火水槽調査委託
H28.2〜3 愛知県

某市下水道幹線マンホール施設調査検討業務委託
H28.2〜3 富山県

某市某浄化センター再構築基本設計（耐震実施計画）業務委託
H28.2〜3 山口県

某浄化センターコンクリート実施設計業務委託
H28.2 愛知県

某排⽔区下⽔道管更⽣実施設計業務委託
H28.1〜3 新潟県

平成27年度九頭⻯川流域下⽔道事業

機械濃縮棟汚泥受槽等⻑寿命化計画策定業務

H28.1〜3 福井県

某川流域下⽔道　某⽔みらいセンター外⼟⽊構造物点検計画策定業務委託
H28.1〜3 大阪府
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調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所

2017年12⽉

某市某ポンプ場耐震診断調査業務
H28.1〜2 滋賀県

平成27年度周南市野村開作排⽔ポンプ場耐震診断調査業務委託
H28.1 山口県

某プラント管理棟コンクリート劣化調査
H27.12〜H28.2 岐阜県

某排⽔ポンプ場吐出⽔槽劣化調査
H27.12〜H28.1 京都府

某町某浄化センター耐震診断調査業務
H27.12 ⻑崎県

某浄水場構造物診断業務委託
H27.11〜H28.3 三重県

某町水道施設詳細耐震診断業務委託
H27.11〜H28.2 大阪府

平成27年度　広域災害⽔道応援活動拠点等調査設計業務委託
H27.11〜H28.1 愛知県

平成27年度某市某町ﾎﾟﾝﾌﾟ場及び某ﾎﾟﾝﾌﾟ場に係る再構築基本設計

(⻑寿命化計画及び耐震実施計画)業務委託

H27.10〜H28.1 鳥取県

防火水槽排水業務委託
H27.10〜12 愛知県

平成27年度 中伊勢改良 第100-分2004号

耐震診断業務委託（木造取水所取水ポンプ井他）

H27.10〜12 三重県

平成27年度 中上⽔ 第2-分2009号

構造物診断業務委託（一志加圧ポンプ所ポンプ井）

H27.10〜12 三重県

某浄化センター土木構造物耐震診断調査業務
H27.10〜11 福井県

平成27年度経年防⽕⽔槽調査及び照査・検討業務委託（その２）
H27.9〜H28.3 大阪府

平成27年度中川流域処理場流⼊渠耐震付帯⼯事設計業務委託
H27.9〜H28.2 埼玉県

某第一調整池ほか耐震診断調査業務
H27.9〜H28.2 広島県

某第二調整池ほか耐震診断調査業務
H27.9〜H28.2 広島県

平成27年度⼊江崎⽔処理センターほか実施設計委託その22
H27.9〜H28.1 神奈川県

平成27年度　防災・安全社会資本整備交付⾦事業

某処理区某浄化センター耐震診断調査解析業務委託

H27.9〜11 石川県

某町衛⽣センター改良整備事業発注⽀援業務
H27.9〜11 石川県

某浄水場統合基本計画作成支援業務
H27.9〜11 兵庫県

某下⽔処理場南池反応槽設置⼯事（No.7槽）
H27.9 大阪府

某寺内既存300ｍ3級防火水槽調査
H27.8〜10 京都府

某中継ポンプ場ポンプ井耐震診断（詳細診断）業務委託
H27.7〜8 山口県

某下⽔処理場南池反応槽設置⼯事（No.8槽）
H27.7 大阪府

低区配水池(No.1)改修工事設計業務委託
H27.6〜7 大阪府

農業集落排⽔処理施設劣化調査(末地区)
H27.5〜H28.3 福井県

農業集落排⽔処理施設劣化調査(河⽔地区)
H27.5〜H28.3 福井県

農業集落排⽔処理施設劣化調査(佐⽥地区)
H27.5〜H28.3 福井県

平成26年度等々⼒⽔処理センター実施設計委託その36
H27.5〜9 神奈川県

社会資本整備総合交付⾦（流域下⽔道）事業に伴う下⽔道管渠更⽣詳細設
H27.5 ⻑野県

某下⽔処理場南池反応槽設置⼯事（No.9槽）
H27.4〜5 大阪府

某防火水槽調査委託

H27.3 愛知県

道路改良⼯事(防災･安全交付⾦)防⽕⽔槽調査

H27.3 福井県

平成26年度農⼭漁村地域整備交付⾦事業(機能強化対策)

H27.2〜3 茨城県

コンクリート劣化診断調査

平成26年度南部流域処理場場外放流施設耐震化実施設計業務委託

H27.2 埼玉県

平成２６年度⽳⽔浄化センター耐震診断等業務委託

H27.2 石川県

某ポンプ場耐震診断調査及びアスベスト調査業務委託

H27.1〜3 和歌山県

某流域下⽔道某センター⽔処理施設防⾷実施設計委託

H27.1〜2 大阪府

某流域下⽔道某センター汚泥処理施設改良実施設計委託

H27.1〜2 大阪府

⽔道施設整備事業実施設計委託に伴うコンクリート強度調査

H27.1 東京都

平成26年度某浄化センター再構築基本設計（⻑寿命化計画及び耐震実施計

H27.1 宮崎県

業務委託

某浄化センター耐震診断調査業務

H26.12〜 兵庫県

平成26年度社会資本整備総合交付⾦（流域下⽔道）事業に伴う

H26.12 ⻑野県

下⽔道管渠更⽣詳細設計業務委託

平成26年度諏訪市公共下⽔道総合地震対策詳細耐震診断業務委託

H26.12 ⻑野県

⼦撫川浄⽔場沈澱池傾斜板架台等修繕⼯事

H26.11 富山県



調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所

2017年12⽉

某市⽔道局配⽔池劣化調査

H26.9〜H27.3 広島県

某浄水地整備基本設計作成業務委託

H26.9〜10 兵庫県

某下⽔道管渠⻑寿命化計画策定業務委託

H26.9 ⻑野県

平成26年度新島村簡易⽔道事業若郷配⽔池耐震診断業務委託

H26.9 東京都

某浄⽔場管理棟耐震診断調査業務

H26.8〜H27.1 大阪府

某下⽔処理場反応槽設置⼯事

H26.8〜9 大阪府

平成26年度⼤島町南部地区簡易⽔道事業⽔道施設整備事業実施設計委託

H26.8 東京都

⽴⼭町上⽔施設耐震診断業務委託

H26.8 富山県

経年防⽕⽔槽調査補強設計業務委託

H26.7〜H27.1 大阪府

某⺠間企業⼯場内防⽕⽔槽内部点検

H26.7 愛知県

平成26年度美浜町上⽔道事業

H26.7 福井県

⾼区配⽔池劣化調査及び耐震診断業務

某町3丁防火水槽補強設計業務

H26.6〜7 大阪府

流杉⼯業⽤⽔施設劣化診断業務委託

H26.6 富山県

配⽔池屋上⼿摺設置に伴う劣化調査業務

H26.6 大阪府

⽔槽劣化調査

H26.5〜6 滋賀県

防火水槽躯体調査委託

H26.3 京都府

平成25年度某町浄化センター他耐震診断調査業務委託

H26.3 熊本県

⽮作川流域下⽔道事業の内 耐震補強設計業務委託(⽔処理施設)

H26.2〜3 愛知県

北区藤原台中町7丁目　防⽕⽔槽⽤地地盤調査業務

H26.2〜3 兵庫県

第98-A工区 八王子ポンプ場除塵設備実施設計委託

H26.2 山口県

某浄化センター耐震診断調査

H26.2 熊本県

某⽔ポンプ場⻑寿命化計画策定及び耐震診断調査業務

H26.1〜3 和歌山県

某高区配水池耐震診断業務

H26.1〜2 兵庫県

平成25年度某下⽔処理場沈砂池設備外設計業務委託

H26.1〜2 大阪府

某会教団聖地給排水施設調査

H26.1〜2 滋賀県

⻄部衛⽣センター消雪⽤⽔槽調査業務委託

H26.1 石川県

某台配水池耐震調査業務委託

H25.12〜 兵庫県

法光寺配水池耐震詳細診断業務委託

H25.12 石川県

若松団地配⽔池耐震詳細診断業務委託

H25.12 石川県

和歌川終末処理場調査

H25.11〜 和歌山県

平成25年度南部流域処理場場外放流施設外耐震診断業務委託

H25.11 埼玉県

末第1配水池耐震詳細診断業務委託

H25.11 石川県

⼦撫川浄⽔場沈澱池傾斜板架台等修繕⼯事

H25.11 富山県

ポンプ場主ポンプ増設実施設計業務委託

H25.10〜 兵庫県

某受⽔槽劣化調査業務

H25.10〜 広島県

入江総合スラッジセンター実施設計委託　その10

H25.9〜10 神奈川県

防火水槽撤去工事に伴う調査

H25.9 静岡県

中⾕配⽔池外劣化耐震詳細調査業務委託

H25.8〜9 兵庫県

広野団地　汚⽔処理施設調査検討業務委託

H25.7 京都府

平成25年度防⽕⽔槽調査委託

H25.6〜8 愛知県

某中継ポンプ場⻑寿命化計画策定業務委託

H25.5 和歌山県

某処理区下⽔道管渠施設耐震化その他20⼯事

H25.4 静岡県

平成24年度 御清⽔幹線管更⽣詳細設計業務

H25.2〜3 福井県

下水道管渠耐震化実施設計業務

H25.2〜3 兵庫県

某部低区配水池耐震調査業務

H25.2〜3 兵庫県

某低区配水池耐震診断業務

H25.1〜3 兵庫県

某マンホール劣化状況調査及び耐震対策概略検討業務委託

H25.1〜2 岐阜県

水道施設耐震化（増間浄水場）実施設計業務

H25.1〜2 千葉県

某ポンプ場劣化調査

H25.1〜2 兵庫県

某町8丁防火水槽補強設計業務

H24.11〜 大阪府

⻑寿命化計画に伴う管渠計画策定業務

H24.11〜12 兵庫県

平成23年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

H24.11〜12 滋賀県



調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所
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基幹施設(野洲川地区)機能診断業務

平成24年度　社資交（防）

H24.11〜12 静岡県

地中公共委託第1号管路耐震診断実施設計業務委託（第1⼯区）

平成２４年度某ポンプ場⻑寿命化計画（基本・詳細調査）及び耐震診断調査

H24.10〜 大阪府

江口浄水場浄水池耐震第1・2次診断業務

H24.10〜12 新潟県

美浜町上⽔道低区配⽔池⼟質調査及び劣化調査業務

H24.10〜12 福井県

五条川左岸浄化センター自家発棟コンクリート調査

H24.10〜11 愛知県

某浄化センター急ろ過棟・導水渠耐震診断業務

H24.10〜11 兵庫県

水道施設耐震診断調査業務

H24.9〜11 石川県

平成24年度末第2配⽔池耐震詳細診断業務

H24.9〜10 石川県

八丈町坂下地区水道事業坂下地区土木構造物耐震診断調査

H24.9 東京都

利島村簡易⽔道事業第2貯⽔池耐震診断及び耐震補強設計業務

H24.8〜9 東京都

雑色ポンプ所耐震補強設計委託

H24.8 東京都

居倉地区　農業集落排⽔施設機能調査・計画概要書作成業務（コンクリート劣

H24.8 福井県

某ポンプ場ポンプ設備設置設計業務委託

H24.7〜8 和歌山県

某市水道施設調査

H24.7 静岡県

上水道配水施設耐震診断調査業務

H24.7 石川県

経年防⽕⽔槽再⽣調査設計（その６）

H24.6 東京都

東雲ポンプ所耐震補強設計委託

H24.6 東京都

王子ポンプ所耐震補強設計委託

H24.6 東京都

平成24年度　地域⾃主戦略交付⾦事業

H24.6 福井県

(下唯野地区)施設診断業務委託　(下唯野（委託）第1号)

千種区上野公園始め25箇所防⽕⽔槽耐震強度調査委託

H24.5〜9 愛知県

平成24年度既存防⽕⽔槽の情報整備及び機能診断業務

H24.5〜7 兵庫県

⽗⼦処理場改修⼯事設計業務

H24.5 福井県

某下水道施設調査

H24.4 静岡県

既設下⽔道管劣化状況調査業務

H24.3 福井県

既存80m3級防火水槽調査業務

H24.3 兵庫県

兵庫⻄流域下⽔汚泥広域処理場受泥棟流⼊系統更新設計業務

H24.2〜3 兵庫県

某下水道設計業務委託

H24.2 愛知県

既存防火水槽の情報整備及び機能診断業務（緊急雇用創出事業）

H24.1〜3 兵庫県

某流域幹線⻑寿命化計画策定業務

H24.1 岐阜県

国道（某橋)単県橋梁補修（地道債）設計委託

H24.1 熊本県

下水道地震対策緊急整備事業に係る設計業務委託

H23.12〜 京都府

⾦沢市内浄⽔場他コンクリート構造物調査業務

H23.11 石川県

かほく市内水道施設耐震２次診断調査業務

H23.11 石川県

⾦沢市内配⽔池耐震診断業務

H23.11 石川県

⾦沢市内配⽔池耐震診断業務

H23.11 石川県

某市排水ポンプ場ひび割れ調査

H23.11 広島県

⼥形⾕配⽔池他劣化調査および耐震診断

H23.10〜11 福井県

御蔵島村簡水施設耐震診断業務

H23.10 東京都

平成23年度尼崎市北部浄化センター他再構築基本設計（⻑寿命化計画）業

H23.10 兵庫県

配⽔管更⽣実施設計委託

H23.10 大阪府

矢口ポンプ所耐震補強調査委託

H23.9〜10 東京都

東大阪市川俣水みらいセンターコア抜き調査（仮）

H23.9〜10 大阪府

PC配水池調査

H23.9〜10 京都府

⼆ツ橋公園内防⽕⽔槽耐震強度調査

H23.9 愛知県

某下水道調査

H23.9 愛知県

水道施設耐震診断調査業務

H23.9 東京都

⾦沢市内⽔道施設耐震化診断業務

H23.9 石川県

大島町水道施設耐震診断業務

H23.9 東京都

志賀町水道施設耐震二次診断業務

H23.9 石川県

丹南浄⽔場第2配⽔池補修設計に伴う劣化調査業務

H23.9 大阪府



調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所

2017年12⽉

広島県某環境センターコンクリート劣化調査

H23.8〜9 広島県

⻄部⽔質管理センター他耐震診断調査等業務委託

H23.8 石川県

潮江4丁目地内雨水きょ改築工事実施設計業務

H23.8 兵庫県

某浄⽔場建物管理強化対策調査委託

H23.8 大阪府

丸⼭公園内防⽕⽔槽耐震強度調査

H23.7 愛知県

低区配水池耐震二次診断業務

H23.7 富山県

⻄部浄化センター(特⽔系)反応タンク導⽔路改修設計業務

H23.6 愛知県

某施設内グリストラップ劣化調査

H23.4 千葉県

平成22年度⼭⼝浄化センター他再構築基本設計（⻑寿命化計画）業務委託

H23.3 山口県

大根布配水池耐震補強調査

H23.2 石川県

鳴尾浜浄化センター汚⽔調整池防⾷劣化調査業務委託

H23.1〜3 兵庫県

宇陀川浄化センターコンクリート劣化調査

H23.1〜3 奈良県

（⾃池-3）五条低区配⽔池劣化調査・耐震診断業務

H23.1〜2 大阪府

武庫川下流南武ポンプ場他コンクリート劣化調査

H22.12〜 兵庫県

加古川上流浄化センターコンクリート劣化調査

H22.12〜 兵庫県

北部流域元荒川中継外耐震診断業務委託

H22.11〜12 埼玉県

門前水質センター耐震調査

H22.11 石川県

上市町水道主要施設耐震調査実施設計業務

H22.11 富山県

高石配水場耐震診断委託業務

H22.10〜 大阪府

静岡三島市内下水管調査

H22.10 静岡県

平湯簡易⽔道測量設計及び配⽔池劣化・耐震診断調査業務

H22.9 岐阜県

平成22年度太陽丘配⽔池等施設耐震化診断業務委託

H22.9 石川県

⽴待地区団体営調査設計事業(農業集落排⽔維持適正化事業)調査診断業

H22.8 福井県

久保地区団体営調査設計事業(農業集落排⽔維持適正化事業)調査診断業

H22.8 福井県

志賀町水道施設耐震二次診断業務

H22.8 石川県

加賀市浄化センター改築工事に伴う耐震対策調査業務委託

H22.8 石川県

加古川市水道施設耐震診断及び基本計画策定業務

H22.7〜9 兵庫県

岳南排⽔路管渠劣化診断業務委託

H22.7 静岡県

⽇野川浄化センター汚泥沈砂池現況調査

H21.12 福井県

⽇野川浄化センター汚泥消化タンク劣化調査

H21.11 福井県

尼崎市神崎浄⽔場脱⽔機設備更新基本設計業務

H21.11 兵庫県

加古川上流浄化センター汚泥処理棟他2棟コンクリート物性試験業務

H21.10〜 兵庫県

湖⻄浄化センター⽔処理設備改築更新設計業務

H21.10 滋賀県

右岸流域終末処理場耐震診断業務

H21.10 埼玉県

浅野配水制御所等施設耐震化診断業務委託

H21.9〜10 石川県

安川地区団体営調査設計業務

H21.9 福井県

東京都南多摩⽔再⽣センター返⽔管改良実施設計

H21.9 東京都

幹線下⽔管劣化度調査

H21.6 愛知県

上清⽔調整池・⾦野配⽔池劣化調査及び耐震診断業務

H21.6 石川県

多摩区下水幹線実施設計委託102号

H21.3 神奈川県

⾬⽔幹線健全度調査

H21.3 兵庫県

浜地汚⽔中継ポンプ場劣化調査

H21.2 福井県

平成20年度出⽔市出⽔浄化センター耐震診断調査業務

H20.11〜 ⿅児島県

加古川上流流域下⽔道管理棟他建築物耐震診断業務委託

H20.11〜12 兵庫県

農道保全富⼭地区広域農道某路線保全対策計画作成委託業務

H20.9〜10 富山県

配水池高架水槽現況調査

H20.7 石川県

ポートアイランド処理場⽔処理施設⽼朽化調査他設計業務

H20.2 兵庫県

揚水機場調査業務

H19.12 広島県

大枝ポンプ場・梶ポンプ場耐震補強実施設計業務委託

H19.11 大阪府

鋼管（φ900）肉厚測定

H19.11 滋賀県

平成19年度城北⽔質管理センター接触タンク等耐震補強⼯事に伴う試掘調査

H19.9 石川県

平成19年度⼀の坂川中継ポンプ場再構築基本設計（実施計画）業務委託

H19.8 山口県

⼩浜浄化センター最初沈殿池⻲裂⽔漏れ状況調査

H19.5 福井県



調査診断実績表（上下水、防火水槽）

業　務　名　称 調査年⽉
調査場所

2017年12⽉

尼崎市北部浄化センター耐震診断業務

H18.11〜12 兵庫県

東京都河川構造物（調節池）現地調査業務

H18.11〜12 東京都

平成18年度千曲川流域下⽔道下流処理区終末処理場施設の再構築基本設

計（実施計画）及び耐震診断に関する調査業務委託

H18.11〜12 ⻑野県

平成18年度⼭⼝市浄⽔センター再構築基本設計（実施計画）業務委託

H18.10〜11 山口県

神⼾市⾬⽔幹線調査業務

H18.5〜6 兵庫県

東部･北部浄化センター最初沈殿池防⾷塗装設計業務

H17.8〜10 兵庫県

寝屋川流域下⽔道⼤東幹線(⼆)特殊⼈孔改良⼯事

H17.3 大阪府

寝屋川流域下⽔道⼤東幹線(⼆)特殊⼈孔改良⼯事

H17.2 大阪府

環境衛⽣センター改築⼯事（汚泥消化設備・防⾷その２）

H17.1 福井県

環境衛⽣センター改築⼯事（汚泥消化設備・防⾷その２）

H16.11 福井県

環境衛⽣センター改築⼯事（汚泥消⽕設備・防⾷塗装）

H15.5 福井県

環境衛⽣センター改築⼯事（汚泥消化設備・防⾷塗装）

H15.4 福井県

※上記業務は全て下請での実績です。


