
調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

平成28年度県営農業⽔利施設保全対策事業　⾚⾕川沿岸地区施設調査業務 H29.3〜5 群馬県

平成28年度御牧ケ原地区機能診断その2業務委託 H29.3〜4 ⻑野県

平成28年度　農業⽔利施設保全対策指導事業　福井8期地区(坂井地区)業務委託第

3号

H29.3〜4 福井県

平成28年度　農業⽔利施設保全対策事業　福井8期地区(福井地区)業務委託第3号 H29.3〜4 福井県

平成28年度　農村災害対策整備事業　塚原野地区　業務委託第1号　その1 H29.3 福井県

平成28年度⽥沢⼆期農業⽔利事業　⽥沢疎⽔左岸幹線⽤⽔路真昼川サイホン他機能

診断業務

H29.2〜3 秋田県

平成28年度清⽔地区排⽔機場調査業務委託 H29.2〜3 千葉県

平成28年　⾹川⽤⽔⼆期農業⽔利事業　東部幹線⽤⽔路第4〜6⼯区　通⾕サイホン

他改修実施設計業務

H29.2〜3 香川県

平成28年度国営施設応急対策事業南紀⽤⽔地区　東本庄揚⽔機場改修実施設計業

務

H29.2 和歌山県

平成28年度国営施設機能保全事業　　⽇野川地区蔵王ダム検討業務【施設機械保全

計画】

H29.2 滋賀県

28越都設第3号施設診断設計業務委託 H29.1〜4 埼玉県

印旛沼一本松用水物木線現況調査業務 H29.1〜3 千葉県

平成28年度ストックマネジメント技術⾼度化事業管⽔路機能診断等検討業務 H29.1〜3 茨城県

平成28年度　那賀川(⼆期)農地防災事業　⽴江幹線⽔路機能診断業務 H29.1〜3 徳島県

春日池設計業務 H29.1〜3 和歌山県

平成28年度　那賀川(⼆期)農地防災事業　平島幹線⽔路他機能診断業務 H29.1〜3 徳島県

平成28年度会津北部農業⽔利事業　⼋⽅幹線⽤⽔路調査設計業務 H29.1〜2 福島県

濃尾⽤⽔第⼆期地区奥村幹線⽔路他機能診断業務 H29.1〜2 愛知県

某橋他補修設計 H29.1〜2 福井県

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　⽇野川⽤⽔地区他施設機能診

断業務

H29.1〜2 福井県

平成28年度　⻑寿命化計画策定事業　福井第４（海岸）地区（若狭地区）委託業

務第１号

H29.1〜2 福井県

泉佐野第３期地区実施設計（２８）業務 H29.1〜2 大阪府

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業「五条吉野地区」機能診断調査業

務

H29.1〜2 奈良県

平成28年　⾹川⽤⽔⼆期農業⽔利事業　東部幹線⽤⽔路第12〜14 ⼯区新川サイホ

ン他改修実施設計業務

H29.1〜2 香川県

平成28年度⼟地改良応急事業⻑坂地区上条ため池調査業務委託 H29.1 ⼭梨県

平成28年度県営農村地域防災減災事業⻯⻄2期地区留々⼥沢サイフォン耐震補強設

計業務

H28.12〜H29.3 ⻑野県

兵庫県基幹的農業⽔利施設・機能診断業務(加古川流域管内) H28.12〜H29.3 兵庫県

平成28年度国営施設応急対策事業　⺟畑地区事業計画検討その他業務 H28.12〜H29.2 福島県

某幹線⽔路調査設計業務 H28.12〜H29.2 滋賀県

28⼩⿅設第1号⽤⽔路補修実施設計業務委託 H28.12〜H29.2 埼玉県

基幹⽔利施設ストマネ事業　蓼川地区実施設計委託業務 H28.12〜H29.2 兵庫県

2017年12⽉



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　南予⽤⽔地区機能保全計画策

定(Ⅱ・その５)業務

H28.12〜H29.2 愛媛県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　中⽥地区⼤泉幹線⽤⽔路他機能

診断調査業務

H28.12〜H29.1 宮城県

平成28年度　国営施設機能保全事業　⽇野川地区蔵王ダム検討業務 H28.12〜H29.1 滋賀県

⼤⼭⼭麓地区施設⻑寿命化計画補⾜検討業務 H28.12〜H29.1 鳥取県

蓼川地区実施設計委託業務 H28.12〜H29.1 兵庫県

平成28年度　農業⽔利施設保全対策事業　福井8期地区(奥越地区)業務委託第6号 H28.11〜H29.4 福井県

平成28年度濃尾第⼆施設機能診断業務 H28.11〜H29.3 愛知県

平成28年度県営かんがい排⽔事業御牧ヶ原地区機能診断及び機能保全計画策定業務 H28.11〜H29.3 ⻑野県

基幹⼟地改良施設防災機能拡充保全事業排⽔機場機能診断業務委託 H28.11〜H29.2 三重県

濃尾第二施設事業計画書（案）作成等業務 H28.11〜H29.2 愛知県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業中信平地区その2業務 H28.11〜H29.2 ⻑野県

⾹川⽤⽔⼆期農業⽔利事業　東部幹線⽤⽔路第7⼯区杣尾サイホン他改修実施設計

業務

H28.11〜H29.2 香川県

⾹川⽤⽔⼆期農業⽔利事業　東部幹線⽤⽔路第3⼯区耐震補強他実施設計業務 H28.11〜H29.2 香川県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　阿武隈川上流地区ほか機能診断

業務

H28.11〜H29.1 福島県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　男⿅東部地区南部排⽔機場他機

能診断調査業務

H28.11〜H29.1 秋田県

平成28年度印旛沼⼆期農業⽔利事業⼀本松機場耐震診断その他業務 H28.11〜H29.1 千葉県

平成27年度防災機能拡充保全第9224ｰ分2004号下之郷地区（湛⽔防除）既設構

造物耐震調査設計業務委託

H28.11〜H29.1 三重県

H28県営かんがい排水事業上伊那２期地区機能保全計画策定業務 H28.11〜H29.1 ⻑野県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　琵琶湖⼲拓建設事業⼩中之湖地

区他機能診断調査業務

H28.11〜H29.1 滋賀県

たつの地区実施設計(その２)業務 H28.11〜H29.1 兵庫県

成瀬皆瀬地区皆瀬ダム取水塔改修基本設計その他業務 H28.11〜12 秋田県

平成２８年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　頭⾸⼯機能診断調査業務 H28.11〜12 栃木県

平成２８年度　農業⽔利施設保全対策事業　福井８期地区（福井地区）業務委託

第１号

H28.11 福井県

平成28年度　南近畿調査管理広域基盤整備計画調査　「紀ノ川流域」更新整備計画

作成等業務

H28.10〜H29.2 和歌山県

平成28年度広域基盤整備計画調査　隈⼾川地区ほか施設⻑寿命化計画策定業務 H28.10〜H29.1 福島県

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　最上川下流右岸地区導⽔幹線

⽔路他機能診断調査

H28.10〜H29.1 山形県

平成28年度　三⽅原⽤⽔⼆期農業⽔利事業施設機能診断調査その1業務 H28.10〜H29.1 静岡県

三重県2期地区（⼀志南部）基幹農業⽔利施設ストマネ事業機能保全計画策定業務

委託

H28.10〜H29.1 三重県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業「五条吉野地区」機能診断調査業

務

H28.10〜H29.1 奈良県

平成28年度三県局農⽔（整委）第１７号　県営⼜⽊⼾ダム地区防災ダム事業　⼜防

第１号委託

H28.10〜12 ⻘森県

平成28年度岩⼿⼭麓(⼀期)農業⽔利事業　南部主幹線⽤⽔路調査測量設計（その

１）業務

H28.10〜12 岩手県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所
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平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　⼩⽥川地区尻無頭⾸⼯他機能

保全計画策定業務

H28.10〜12 ⻘森県

会津南部農業⽔利事業　⾺越頭⾸⼯設計等業務 H28.10〜11 福島県

平成28年度基幹⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（対策）⼤平徳倉排⽔機場保全地区調査設

計委託その1

H28.10〜11 静岡県

某⼟地改良施設耐震対策事業 H28.10〜11 愛知県

平成28年度国営施設機能保全事業　吉井川地区新⽥原井堰耐震性能照査業務(追

加調査)

H28.10〜11 岡山県

新六筒井2期地区保全計画策定その３業務 H28.10〜11 和歌山県

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　(某地区)某排⽔機場機能診断

業務

H28.10〜11 岡山県

⽔利施設合理化機能保全計画策定その４業務 H28.10 富山県

某機能保全計画策定業務 H28.9〜11 滋賀県

平成２８年度農業⽔利施設保全合理化事業松崎第⼆排⽔機場機能診断業務 H28.9〜11 千葉県

某国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H28.9〜10 静岡県

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　道前道後平野地区ダム耐震性

能照査(その3)業務

H28.9〜10 愛媛県

安房中央地区幹線⽤⽔路現地調査業務 H28.9〜10 千葉県

平成28年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業　道前道後平野地区ダム耐震性

能照査(その3)業務

H28.9〜10 愛媛県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　⽯岡台地地区施設機能診断業務 H28.8〜H29.1 茨城県

平成28年度ストックマネジメント技術⾼度化事業　管⽔路附帯施設等機能診断調査検

討業務

H28.8〜11 茨城県

平成28年度南国営施設応急対策事業(揖屋地区)　機能診断調査業務 H28.8〜9 島根県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業中信平地区その2事業 H28.8 ⻑野県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　佐渡・荒川地区施設機能診断業

務

H28.7〜12 新潟県

平成28年度国営施設機能保全事業　吉井川地区新⽥原井堰耐震性能照査業務 H28.7〜9 岡山県

平成27年度農業⽔利施設保全対策事業委託業務第３号 H28.6 福井県

平成27年度農業⽔利施設保全対策事業　福井7期地区(丹南地区)業務委託第4号 H28.6 福井県

平成28年度⾹川⽤⽔⼆期農業⽔利事業　東部幹線⽤⽔路第３⼯区耐震補強他実施

設計業務

H28.5〜7 香川県

平成28年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業　⼑利ダム振動特性検討業務 H28.5 富山県

平成27年度農業⽔利施設保全対策事業　福井7期地区(福井地区)業務委託第4号 H28.5 福井県

たつの地区実施設計（その２）業務 H28.4〜5 兵庫県

平成27年度農業⽔利施設保全対策事業　福井7期地区(坂井地区)業務委託第5号 H28.4 福井県

平成27年度県単調査東部地区調査設計委託その10 H28.3〜4 静岡県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

⿊部川沿岸地区施設機能診断業務(追加調査)

H28.3 富山県

H27県営保全合理化⼤室委託その1機能保全計画策定業務 H28.2〜4 栃木県

某地区排水機場機能診断調査設計業務 H28.2〜4 滋賀県

某矢板護岸調査 H28.2〜3 愛知県

某排水機場ほか調査業務委託 H28.2〜3 三重県
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平成27年度ストックマネジメント技術⾼度化事業

管⽔路機能診断⼿法検討業務

H28.1〜4 茨城県

⻑良川⽤⽔第⼆期地域　中央管理所耐震性能照査業務 H28.1〜2 岐阜県

某機能保全対策実施設計等業務 H28.1〜2 愛知県

平成27年度  農業⽔利施設保全対策事業

某地区機能診断業務

H28.1〜2 愛知県

県営湛水防除事業（小規模）

根木名川２期排水樋管診断業務

H28.1〜2 千葉県

某⽔路施設機能診断調査・保全計画策定業務 H28.1〜2 兵庫県

⻑与地区ため池整備計画書作成業務委託　洪⽔吐機能診断調査 H28.1 ⻑崎県

たん水防除事業　阿久比2期地区　既設樋管調査業務 H28.1 愛知県

三⽅原地区北部幹線⽔路既設構造物調査業務 H27.12〜H28.4 静岡県

平成27年度会津南部農業⽔利事業

馬越頭首工調査設計業務

H27.12〜H28.2 福島県

平成27年度広域基盤整備計画調査

（北上川下流地域） 江合川地区ほか機能診断調査その他業務

H27.12〜H28.2 宮城県

某開⽔路モニタリング調査業務 H27.12〜H28.2 ⻑野県

平成27年度⻯⻄国営施設応急対策事業

前河原伏越漏⽔対策積算参考資料作成業務

H27.12〜H28.2 ⻑野県

国営施設応急対策事業

宮川用水地区事業計画補足検討他業務

H27.12〜H28.2 三重県

平成27年度　笛吹川沿岸国営施設機能保全事業

管⽔路腐⾷対策実施設計その4総合技術業務

H27.12〜H28.2 ⼭梨県

平成27年度広域農業基盤整備管理調査

某地域課題検討業務

H27.12〜H28.2 福井県

平成27年度某⽤⽔⼆期農業⽔利事業

某導⽔路サイホン調査業務

H27.12〜H28.2 兵庫県

平成27年度国営施設応急対策事業

⺟畑地区事業構想検討その他業務

H27.12〜H28.1 福島県

平成27年度県営中⼭間地域農業農村整備調査計画

四ヶ村地区施設耐震性能照査業務委託

H27.12〜H28.1 群馬県

平成27年度県営かんがい排⽔事業（保全合理化）

拾ケ堰地区機能診断・保全計画策定業務

H27.12〜H28.1 ⻑野県

平成27年度県営かんがい排⽔事業

芋川地区機能診断及び保全計画策定業務

H27.12〜H28.1 ⻑野県

平成27年度農業⽔利施設保全合理化事業

蛭川地区蛭川機能診断業務

H27.12〜H28.1 千葉県

某市某地区某⽔路実施設計業務 H27.12 兵庫県

平成27年度　県営かんがい排⽔事業（保全合理化）都住地区

基幹⽔利施設機能診断業務

H27.11〜H28.3 ⻑野県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業

中信平地区その1業務

H27.11〜H28.3 ⻑野県

某川北岸地区機能保全計画策定（Ⅱ・その１）業務 H27.11〜H28.3 徳島県

平成27年度ストックマネジメント技術⾼度化事業

⽔路トンネル補修補強⼯法技術検討業務

H27.11〜H28.2 岩手県

某⼟⼭導⽔路基本設計業務 H27.11〜H28.2 滋賀県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

⿊部川沿岸地区施設機能診断業務

H27.11〜H28.2 富山県

平成26年度湖東平野農業⽔利事業

愛知第１幹線⽔路実施設計業務

H27.11〜H28.2 滋賀県

平成27年度南近畿調査管理広域基盤整備計画調査

「某地域」広域基盤整備構想作成等業務

H27.11〜H28.2 和歌山県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

迫川上流地区荒砥沢ダム安全性評価検討業務

H27.11〜H28.1 宮城県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

安曇野地区その3業務

H27.11〜H28.1 ⻑野県

平成27年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業

某用水地区機能保全計画策定（Ⅱ・その３）業務

H27.11〜H28.1 愛媛県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

新庄地区2号幹線⽤⽔路他機能診断調査業務

H27.11〜12 山形県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成27年度県営農村地域防災減災事業

信濃地区柏原⼯区⽔路橋補修設計業務委託

H27.11〜12 ⻑野県

平成27度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

⼑利ダム耐震性能照査補⾜業務

H27.11〜12 富山県

某用水某分水工改修実施設計業務 H27.11〜12 香川県

平成２７年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

某地区幹線⽔路１－２号他機能診断調査業務

H27.11〜12 奈良県

平成27年度国営施設応急対策事業

某川⻄部地区事業計画書作成他検討業務

H27.11 兵庫県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

⺟畑地区施設機能診断業務

H27.10〜H28.3 福島県

平成26年度某平野農業⽔利事業某幹線⽔路等実施設計業務 H27.10〜H28.3 滋賀県

平成27年度県営かんがい排⽔事業

八重原用水地区機能診断及び機能保全計画策定業務委託

H27.10〜H28.2 ⻑野県

某施設管理状況整理等業務 H27.10〜H28.2 愛知県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

某川地区機能診断調査業務

H27.10〜H28.1 滋賀県

平成27年度ストックマネジメント⾼度化事業

岩手山麓地区サイホン工機能診断調査その他業務

H27.10〜12 岩手県

平成27年度岩⼿⼭麓(⼀期)農業⽔利事業

北部主幹線⽤⽔路測量設計(その２)業務

H27.10〜12 岩手県

平成27年度福島農業基盤復旧再⽣計画調査

浪江町農地農業⽤施設災害復旧調査測量設計（その８）業務

H27.10〜12 福島県

某頭首工機能保全計画策定業務 H27.10〜12 滋賀県

某国営農地開発事業 H27.10〜12 島根県

平成27年度 基幹⽔利施設予防保全対策事業

某川右岸地区 コンクリート構造物調査業務

H27.10〜12 石川県

国営⼟地改良事業

地区調査某川左岸地区某排水機場耐震性能照査業務

H27.10〜12 新潟県

平成27年度基幹⽔利施設予防保全対策事業

某地区　設計業務

H27.10〜11 石川県

琴沢調整池安全性評価基礎資料等調査検討業務 H27.10〜11 愛知県

鳥取中部地区讃岐井手機能保全計画策定業務 H27.10〜11 鳥取県

某平野1期地区右岸⽀線⽔路調査設計業務 H27.10〜11 滋賀県

基幹⽔利施設某右岸2期地区機能保全測量設計業務 H27.10 富山県

平成２７年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

（児島湾地区）用排水機場機能診断業務

H27.10 岡山県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

東条川地区機能診断調査業務

H27.9〜H28.1 兵庫県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

某地区機能診断業務

H27.9〜12 新潟県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

氷⾒地区施設機能診断業務

H27.9〜11 富山県

平成27年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業

道前道後平野地区ダム耐震性能照査(その２)業務

H27.9〜10 愛媛県

某水門自動化検討業務 H27.9〜10 和歌山県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業

某平野地区某調整池他地質調査業務

H27.9〜10 愛媛県

鳥取中部地区カウモ井手機能保全計画策定業務 H27.8〜12 鳥取県

平成27年度　⼟地改良施設耐震対策事業

尾張4期地区　地盤沈下対策事業計画策定業務

H27.8〜10 愛知県

某頭首工実施設計業務 H27.7 滋賀県

たん水防除事業　宝南1期地区　既設機能調査業務 H27.6〜7 愛知県

平成27年度九頭⻯川下流(⼆期)農業⽔利事業

⾼椋新江⽤⽔路機能診断調査業務

H27.5〜H28.1 福井県

平成26年度震災対策農業⽔利施設整備事業（耐震性点検・調査計画）

静岡4期（中遠）地区設計委託その１

H27.4〜5 静岡県

某農地防災事業矢板護岸調査 H27.3 愛知県

平成26年度　県営湛⽔防除事業 H27.3 岐阜県

某地区　排⽔機場測量設計業務



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成26年度震災対策農業⽔利施設整備事業(耐震性点検・調査計画) H27.3 静岡県

静岡4期(中遠)地区設計委託その１（⻯洋）

平成26年度⽔産物供給基盤機能保全事業 H27.3 石川県

領家漁港基本計画策定業務委託その２

ストックマネジメント技術⾼度化事業　開⽔路等モニタリング業務 H27.3 富山県

庄川左岸幹線⽔路暗渠調査業務 H27.3 富山県

平成25年度　震災対策農業⽔利施設整備事業 H27.3 福井県

福井第2地区(坂井) 業務委託第5号

柿原地区開⽔路機能診断調査業務 H27.3 島根県

姫路市⼋幡地区実施設計業務 H27.3 兵庫県

機能保全計画策定業務（飯⾒地区） H27.3 兵庫県

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H27.2〜3 福島県

⺟畑地区北幹線⽤⽔路機能診断業務

平成25年度農業⽔利施設保全対策事業 H27.2〜3 福井県

福井６期地区（丹南地区）業務委託4号

分水施設機能診断調査業務 H27.2〜3 大阪府

平成26年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業 H27.2〜3 奈良県

⼤和平野県営初瀬川⼯区第3号幹線⽔路その5他調査設計業務

平成26年度湖東平野農業⽔利事業 H27.2〜3 滋賀県

神崎幹線⽔路実施設計業務

平成26年度那珂川沿岸農業⽔利事業（⼆期） H27.2 茨城県

小場江堰幹線放水口調査その他業務

平成26年度荒川中部農業⽔利事業 H27.2 埼玉県

導水幹線トンネル部機能診断調査業務

平成26年度ストックマネジメント技術⾼度化事業 H27.2 滋賀県

某地区管⽔路劣化対策技術検討業務

平成26年度⽔産物供給基盤機能保全事業 H27.2 石川県

領家漁港基本計画策定業務委託

平成25年度震災対策農業⽔利施設整備事業 H27.2 福井県

福井第2地区(坂井) 業務委託第7号

平成26年度　第3号　⽇野川地区保全計画策定その２業務 H27.1〜2 滋賀県

平成26年度湖東平野農業⽔利事業 H27.1〜2 滋賀県

愛知第⼆幹線⽔路等測量設計業務

平成25年度全体実施設計「湖東平野地区」　幹線⽤⽔路調査設計業務 H27.1〜2 滋賀県

平成25年度震災対策農業⽔利施設整備事業 H27.1〜2 福井県

福井第２地区業務委託第２号

平成26年度⼟地改良技術開⽔路補修⼯法調査検討業務 H27.1〜2 和歌山県

平成26年度ストックマネジメント技術⾼度化事業 H27.1〜2 奈良県

既設管⽔路耐荷性評価試験等業務

⼤和平野団体営⾶⿃1⼯区⾶⿃1号線その3調査測量設計業務 H27.1〜2 奈良県

平成26年度国営施設機能保全事業 H27.1〜2 和歌山県

「南紀⽤⽔地区」南部幹線⽤⽔路機能診断調査業務

平成26年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H27.1 山形県

⻄3号幹線⽤⽔路調査設計(その1)業務

平成26年度　県単調査東部地区　調査設計委託その2 H27.1 静岡県

平成２６年度　国営施設応急対策事業 H27.1 群馬県

鏑川地区事業計画概定業務

平成25年度第12号草津⽤⽔地区計画変更業務（追加調査） H27.1 滋賀県

愛知川地区保全計画作成委託業務 H26.12〜H27.2 滋賀県

農業⽔利施設機能保全計画策定業務稲美1地区 H26.12〜H27.2 兵庫県

加⻄2地区井堰計画策定業務委託（その2） H26.12〜H27.2 兵庫県

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.12〜H27.1 岩手県

胆沢平野地区機能診断調査業務



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.12〜H27.1 岩手県

猿ヶ石地区機能診断調査業務

平成26年度震災対策農業⽔利施設整備事業(耐震性点検・調査計画) H26.12〜H27.1 静岡県

静岡4期(中遠)地区設計委託その１（二ノ宮・草崎・新貝・福田）

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.12 栃木県

那須野原地区施設機能診断調査業務

平成26年度基幹⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(計画策定) H26.12 静岡県

東部地区調査設計委託その１

平成26年度　県営かんがい排⽔事業 H26.12 ⻑野県

飯山中部地区　機能診断及び保全計画策定業務委託

平成26年基幹⽔利施設ストックマネジメント（計画策定） H26.12 静岡県

富士地区（大淵・富士根・田貫湖）調査設計委託

⻄関東⼟地改良調査管理国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.12 静岡県

浜名湖北部地区その業務

某農業⽔利施設ストックマネジメント事業機能診断業務（揚⽔機場） H26.12 三重県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.11〜H27.2 ⻑野県

⻯⻄地区その1業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.11〜H27.1 山形県

新庄地区1号幹線⽤⽔路ほか機能診断調査業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.11〜H27.1 富山県

⿊部川沿岸地区施設機能診断業務

平成26年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H26.11〜12 山形県

東３号幹線⽤⽔路押切新⽥機能診断調査業務

平成26年度ストックマネジメント技術⾼度化事業 H26.11〜12 岩手県

盛岡南部地区⻄部⽤⽔路対策⼯法調査検討業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.11〜12 ⻘森県

⻄津軽地区⻄俣1号幹線⽤⽔路他機能保全計画策定業務

某農業⽔利施設ストックマネジメント事業機能診断業務（ポンプ場） H26.11〜12 三重県

某地区某頭首工機能診断他業務 H26.11〜12 岐阜県

平成26年度加治川⽤⽔農業⽔利事業 H26.11〜12 新潟県

⼄⾒江⽀線⽤⽔路落差⼯他設計業務

平成26年度⼤井川⽤⽔(⼆期)農業⽔利事業 H26.11〜12 静岡県

焼津⽔路調査測量設計業務

平成２５年度農業⽔利施設保全対策事業 H26.11〜12 福井県

福井６期地区（若狭地区）業務委託第２号

某排水機場矢板厚調査 H26.11 愛知県

平成26年度県営かんがい排⽔事業 H26.11 ⻑野県

千ヶ滝湯川地区⽔路トンネル機能診断及び保全計画策定業務委託

某農業⽔利施設ストックマネジメント事業機能診断業務（頭⾸⼯） H26.11 三重県

平成25年度　震災対策農業⽔利施設整備事業 H26.11 福井県

福井第2地区(丹南)業務委託第3号

鳥取中部地区頭首工機能診断調査業務（その２） H26.11 鳥取県

村⼭北部国営施設機能保全事業 H26.11 山形県

鶴巻田頭首工機能診断調査設計業務

南予用水施設機能保全事業野村取水塔他調査実施設計業務 H26.10〜H27.2 愛媛県

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.10〜H27.1 栃木県

⻤怒川中部地区施設機能診断調査･耐震性能照査業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.10〜12 ⻘森県

平川地区五所川原幹線⽤⽔路他機能保全計画策定業務

平成25年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.10〜12 滋賀県

入江地区施設機能診断業務

平成26年度 国営かんがい排⽔事業全体実施設計 H26.10〜12 ⻘森県

旭川地区左岸幹線⽤⽔路基本設計業務



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成26年度　⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H26.10〜12 香川県

⾦倉川左岸幹線他実施設計業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.10〜12 鳥取県

（東伯地区）⽔管理システム他機能診断業務

⼤和平野県営御所⼯区幹線（その2）調査測量設計業務 H26.10〜12 奈良県

平成26年度福島農業基盤復旧再⽣計画調査 H26.10〜11 福島県

請⼾川地区農業⽤施設災害復旧調査測量設計(その９)業務

平成26年度某⽤⽔地区機能保全計画検討業務 H26.10〜11 岐阜県

基幹⽔利施設ストックマネジメント事業 H26.10〜11 和歌山県

有功排⽔路地区保全計画策定業務

某⼟地改良施設耐震対策事業 H26.10 愛知県

某⼟地改良施設耐震対策事業 H26.10 愛知県

某頭首工コンクリート構造物調査 H26.10 岐阜県

平成26年度農業⽔利施設予防保全事業 H26.10 神奈川県

相模川左岸県央地区機能診断保全計画作成業務

平成26年度県営かんがい排⽔事業 H26.10 ⻑野県

北信2期地区夜間瀬⼯区機能診断

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.10 富山県

氷⾒地区施設機能診断業務

平成２５年度農業⽔利施設保全対策事業 H26.10 福井県

福井６期地区（丹南地区）業務委託

平成25年度震災対策農業⽔利施設整備事業 H26.10 福井県

福井地区･福井第2地区(坂井)合併業務委託第1号

平成25年度農業⽔利施設保全対策事業 H26.10 福井県

福井６期地区（丹南地区）業務委託4号

平成26年度　⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H26.10 香川県

丸⻲幹線⽔路変状調査業務

平成26年度南近畿調査管理法域基盤整備計画調査 H26.9〜H27.2 和歌山県

「紀の川地域」⽤⽔路機能診断調査業務

平成26年度新⽮作川⽤⽔地区細川頭⾸⼯他機能診断業務 H26.9〜H27.1 愛知県

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.9〜H27.1 愛媛県

南予用水地区機能保全計画策定（Ⅱ・その２）業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.9〜12 新潟県

⽩根郷信濃川下流地区機能診断業務

平成26年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H26.9〜11 山形県

東五ヶ村⽤⽔路調査設計業務

平成25年度第12号草津⽤⽔地区計画変更業務 H26.9〜10 滋賀県

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.9〜10 愛媛県

道前道後平野地区ダム耐震性能照査業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.9 新潟県

某地域排水機場機能診断業務

平成26年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.8〜H27.2 茨城県

霞ヶ浦用水地区施設機能診断調査業務

平成26年度農業⽔利施設保全対策事業 H26.8〜H27.1 愛知県

某用水地区機能診断業務

平成26年度ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術⾼度化事業 H26.7〜H27.2 愛知県

開⽔路目地補修対策技術他⾼度化実施設計業務（濃尾⽤⽔⼆期地区）

向⽇市⽔路調査 H26.7〜9 京都府

会津北部地区機能保全計画策定業務 H26.7〜8 福島県

鳥取中部地区頭首工機能保全計画策定業務（1工区） H26.7〜8 鳥取県

平成26年度県営ため池等整備事業 H26.7 岐阜県

某地区頭首工調査・設計業務

農業⽔利施設保全対策事業 H26.6〜9 愛知県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

孫宝地区孫宝第2排水機場機能保全計画策定業務

⼤窪池⽔路劣化状況調査業務 H26.6〜8 香川県

某農業⽤⽔路調査 H26.5〜9 和歌山県

農業⽔利施設保全対策事業 H26.5〜6 愛知県

某地区排水機場機能保全計画策定その2業務

平成25年度東播⽤⽔⼆期農業⽔利事業 H26.4〜8 兵庫県

⼭⽥幹線⽔路・合流幹線⽔路改修設計業務

和歌山4期地区諸井工区保全計画策定業務 H26.4〜5 和歌山県

安曇川沿岸地区機能保全計画策定その２業務 H26.3〜6 滋賀県

平成25年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.3 福島県

阿武隈川上流地区⻄郷ダム取⽔施設その他機能診断業務

平成25年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.3 福島県

阿武隈川上流地区機能診断業務

某ストックマネジメント技術⾼度化事業 H26.3 滋賀県

某農業⽔利事業⽤⽔路実施設計 H26.3 千葉県

平成２５年度　利根川⽔系⼟地改良調査管理国営施設応急対策事業 H26.3 群馬県

鏑川地区事業計画検討業務

某ストックマネジメント技術⾼度化事業 H26.3 滋賀県

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H26.3 香川県

⾦倉幹線⽔路実施設計その他業務

⼤和平野県営団体営路線(県営曽我川⼯区⻄部幹線その６)測量設計業務 H26.3 奈良県

百笑樋門外耐震照査の検討業務 H26.3 高知県

光風台エスカレーター更新設計における調査業務 H26.2〜3 大阪府

⼤和平野県営御所⼯区幹線調査測量設計業務 H26.2〜3 奈良県

平成25年度基幹⽔利施設ストックマネジメント（計画策定） H26.2 静岡県

富士地区浮島調査設計委託その2

平成25年度農業⽔利施設保全合理化事業 H26.2 群馬県

四ヶ村地区機能診断調査・保全計画策定業務委託

某国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H26.2 ⻘森県

某農業⽔利施設合理化機能保全計画作成業務委託 H26.2 三重県

某国営⼟地改良事業 H26.2 新潟県

河北潟排⽔機場管厚調査 H26.2 石川県

平成25年度 第6号 ⽇野川地区保全計画策定その1業務 H26.2 滋賀県

平成25年度　経営体育成基盤整備事業（⼟地総） H26.2 福井県

堀兼地区業務委託第5号

相浦川樋門構造物調査 H26.2 ⻑崎県

H25福岡地区定点調査業務 H26.2 福岡県

⼤和平野県営⾶⿃⼯区第2号幹線⽔路左岸調査測量設計業務 H26.1〜3 奈良県

平成25年度⼟地改良技術開⽔路補修⼯法機能検討業務 H26.1〜3 和歌山県

平成25年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H26.1〜2 山形県

東1号幹線⽤⽔路調査設計業務(追加調査)

某農業⽔利事業⽤⽔路実施設計 H26.1〜2 千葉県

平成25年度　経営体育成基盤整備事業（⼟地総） H26.1〜2 福井県

堀兼地区業務委託第2,3号

平成25年度　ストックマネジメント技術⾼度化事業 H26.1 岩手県

岩手山麓地区機能診断技術調査業務

某基幹農業⽔利施設ストックマネジメント事業 H26.1 三重県

愛岐処分場諏訪大橋取付護岸改修工事に伴う地質調査業務委託 H26.1 岐阜県

某農業⽔利施設保全合理化事業 H26.1 千葉県

平成24年度 震災対策農業⽔利施設整備事業 H26.1 福井県

福井地区（二州地区）業務委託第3号

平成25年度印旛沼⼆期農業⽔利事業 H25.12〜H26.3 千葉県

宗吾北第4⽀線⽤⽔路実施設計他その3業務



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

大迫ダム機能診断調査業務 H25.12〜H26.3 奈良県

H25年飯塚地区定点調査業務 H25.12〜H26.2 福岡県

入江地区機能診断調査業務 H25.12〜H26.2 滋賀県

平成25年度　農業⽔利施設保全合理化事業 H25.12〜H26.1 千葉県

機能診断調査・機能保全計画策定業務　両総(山武)地区

農業⽔利施設保全合理化事業 H25.12〜H26.1 兵庫県

大日川ダム取水塔施設診断調査委託業務

平成25年度⽥沢⼆期農業⽔利事業 H25.12 秋田県

第⼆⽥沢幹線⽤⽔路第69号開渠⼯から第79号開渠⼯実施設計業務

平成25年度　ストックマネジメント技術⾼度化事業 H25.12 岩手県

盛岡南部地区対策工法検討調査業務

平成25年度基幹⽔利施設ストックマネジメント（計画策定） H25.12 静岡県

富士地区浮島調査設計委託

基幹⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定） H25.12 静岡県

中遠地区地区調査設計委託その3

25埼3設第4号基幹ストックマネジメント事業 H25.12 埼玉県

埼玉3期地区施設診断設計業務委託

某基幹⽔利ストマネ事業 H25.12 三重県

某基幹⽔利ストマネ事業 H25.12 三重県

湛水防除事業(小規模)中河地区事業委託第1号 H25.12 福井県

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H25.11〜H26.2 香川県

飯野幹線⽔路（上流）実施設計（その2）業務

平成25年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H25.11〜H26.1 奈良県

⼤和紀伊平野団体営曽我川⼯区広陵線調査測量設計業務

⾦倉幹線⽔路変状劣化状況調査業務 H25.11〜H26.1 香川県

平成25年度農業⽔利施設予防保全事業 H25.11〜12 神奈川県

相模川左岸県央地区（3期）機能診断保全計画作成業務委託

平成25年度浄⽔第23号久居別所浄⽔場ほか耐震⼆次診断業務委託 H25.11〜12 三重県

姫路市⾹寺地区施設計画策定業務委託 H25.11〜12 兵庫県

平成25年度国営施設機能保全事業 H25.11 ⻘森県

浅瀬⽯川･浪岡川地域施設計画検討業務

平成24年度県営かんがい排⽔事業 H25.11 神奈川県

相模川右岸2期地区⻑⾕開渠測量調査設計業務

某ストックマネジメント技術⾼度化事業 H25.11 滋賀県

春日第二排水機場機能診断業務 H25.11 愛知県

平成25年度海岸整備事業（海岸保全施設） H25.11 愛知県

吉田地区調査設計業務

県営かんがい排⽔事業（保全合理化型） H25.11 岐阜県

⻑良川⽤⽔地区第19号施設機能診断計画策定業務

平成25年度第13号　安曇川沿岸地区機能保全計画策定その１業務 H25.11 滋賀県

平成24年度　震災対策農業⽔利施設整備事業業務委託１５号 H25.11 福井県

平成24年度　震災対策農業⽔利施設整備事業業務委託３号 H25.11 福井県

勝山大用水機能保全計画策定業務 H25.11 福井県

農業⽔利施設保全合理化事業 H25.11 兵庫県

代⾏春⽇野線カメラ調査委託業務

某基幹⽔利施設ストックマネジメント調査委託 H25.10〜H26.2 静岡県

利根川⽔系⼟地改良調査管理国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.10〜H26.1 茨城県

霞ヶ浦用水地区施設機能診断調査業務

⼤和平野団体営佐保川2号⼯区⽀線分⽔施設他調査測量設計業務 H25.10〜H26.1 奈良県

平成25年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H25.10〜H26.1 和歌山県

紀伊平野⼭⽥ダム⽔路左岸下流⼯区調査測量設計業務

⽔路機能診断作業その２ H25.10〜12 兵庫県

平成25年度ストックマネジメント技術⾼度化事業 H25.10〜12 滋賀県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

揚水機設備機能診断技術検討業務

平成25年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H25.10〜11 山形県

東1号幹線⽤⽔路調査設計業務

平成25年度那珂川沿岸農業⽔利事業(⼆期) H25.10〜11 茨城県

かつら幹線実施設計その他業務

平成25年度全体実施設計三⽅原⽤⽔⼆期地区幹線⽔路機能診断調査業務 H25.10〜11 静岡県

平成25年度　会津南部地区補⾜調査業務 H25.10 福島県

平成25年度施⾏　胆振⽇⾼地域　⽔利施設機能診断調査等業務 H25.10 北海道

県営中山間地域総合整備事業 H25.10 岐阜県

美並地区美並⽤⽔路測量設計業務

某排水機場付帯設計業務 H25.10 愛知県

平成25年度ストックマネジメント⾼度化事業 H25.10 埼玉県

鉄筋コンクリートひび割れ等評価検討業務　荒川中部地区

平成25年度県営かんがい排⽔事業 H25.10 ⼭梨県

朝穂堰地区朝穂堰機能診断調査設計業務委託

某国営施設機能保全事業 H25.10 ⻑野県

平成25年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.10 愛知県

⾶島北部地区　鋼⽮板超⾳波厚さ測定

平成25年度ストックマネジメント技術⾼度化事業 H25.10 富山県

⼩⽮部川地区他開⽔路劣化調査他業務

平成25年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.9〜12 宮城県

河南地区機能診断調査業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.9〜12 新潟県

阿賀野川地区機能診断業務

某国営⼟地改良事業 H25.9〜10 新潟県

震災対策農業⽔利施設整備事業⼤坪地区実施設計業務 H25.9〜10 山口県

住⾦鉱化脱⽔設備ベースン外壁調査（追加） H25.9〜10 和歌山県

某国営造成⽔利施設機能診断業務 H25.9 滋賀県

⿅野頭⾸⼯調査 H25.9 石川県

辻邸建築工事 H25.9 石川県

たちばな乳幼児保育園園舎耐震診断等業務 H25.9 石川県

平成24年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.9 福井県

震災対策農業⽔利施設整備事業合併業務委託8号

平成24年度農業⽔利施設保全対策事業業務委託2号 H25.9 福井県

平成24年度農業⽔利施設保全対策事業業務委託1号 H25.9 福井県

平成25年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.8〜11 新潟県

阿賀野川右岸地区・福島潟地区機能診断業務

劣化度試験補助 H25.8〜11 鳥取県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.8〜10 静岡県

浜名湖北部地区その6業務

某排水機場機能診断 H25.8〜10 三重県

某排水機場機能保全計画策定業務 H25.8〜10 愛知県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.8 新潟県

阿賀野川用水地区機能診断その２業務

平成24年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.8 福井県

震災対策農業⽔利施設整備事業合併業務委託9号

平成24年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.8 福井県

震災対策農業⽔利施設整備事業合併業務委託4号

平成25年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.7 愛知県

末広第２地区　機能保全計画策定業務

平成25年度 国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.7 富山県

某ダム耐震性能照査業務

農業集落排⽔処理施設劣化調査(豊地区) H25.7 福井県
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業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所
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⽔路機能診断作業 H25.7 兵庫県

平成25年度農業⽔利施設保全対策事業 H25.6〜7 愛知県

稔川地区　機能保全計画策定業務

某排水機場付帯設計業務 H25.6 愛知県

某農業⽔利施設保全対策事業 H25.6 愛知県

平成25年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.6 新潟県

阿賀野川用水地区機能診断業務

農業集落排⽔処理施設劣化調査(⼤味地区) H25.6 福井県

農業集落排⽔処理施設劣化調査(岡保地区) H25.6 福井県

某排水機場付帯設計業務 H25.5〜8 新潟県

H24吉耕合理化⿇名⽤⽔機能診断業務 H25.4〜5 徳島県

平成24年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H25.4〜5 奈良県

大和平野団体営飛鳥2号工区桜川線設計業務

横⼿⻄部（⼀期）農業⽔利事業皆瀬1号幹線⽤⽔路実施設計その他業務 H25.4 秋田県

和歌山4期地区小田井・貴志川工区保全計画策定業務（追加2） H25.4 和歌山県

柏⽊⽀線⼤平川⽔路改修⼯事 H25.3 滋賀県

平成24年度第11号野洲川沿岸地区⽔柏幹線調査設計業務 H25.2〜4 滋賀県

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.2〜3 宮城県

角田地区江尻排水機場機能診断業務

某⽀線⽔路管内調査業務 H25.2〜3 愛知県

付知川地区モニタリング調査 H25.2〜3 岐阜県

射⽔平野地区排⽔機場除塵設備他劣化等状況調査業務 H25.2〜3 富山県

平成24年度　ストックマネジメント技術⾼度化事業 H25.2〜3 福井県

坂井北部地区漏⽔検知システム他業務

那珂川沿岸農業⽔利事業(⼆期) H25.2〜3 茨城県

渡⾥送⽔路他測量その他業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.2〜3 和歌山県

小田・藤崎頭首工機能診断調査業務

平成24年度緊急農地防災事業 H25.1〜3 愛知県

春日第二地区実施設計業務

⽔路保全技術評価⽅法書作成業補⾜調査 H25.1〜3 三重県

某幹線⽔路JR横断第2号サイホン実施設計その他業務 H25.1〜3 静岡県

平成24年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業(⼆期) H25.1〜3 奈良県

⼤和平野団体営佐保川2⼯区⼩原池⽀線他調査測量設計業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.1〜2 宮城県

河南地区機能診断調査その他業務

平成24年度両総⽤⽔地区⻄部幹線⽤⽔路施設機能診断業務 H25.1〜2 千葉県

平成24年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業 H25.1〜2 奈良県

⼤和平野県営初瀬川⼯区第1号幹線某⽀線他調査測量設計業務

二級河川大聖寺川特定構造物改築工事（設計）業務 H25.1〜2 石川県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H25.1〜2 和歌山県

南紀用水地区 辺川頭首工・中芳養調整池機能保全計画策定業務

斐伊川沿岸農業⽔利施設某⽤⽔路実施設計業務 H25.1〜2 島根県

基幹⽔利施設ストックマネジメント事業（Ｂ） H25.1 岡山県

川辺地区施設機能保全計画策定業務

新浜名幹線⽔路 H24.12〜H25.3 静岡県

平成24年度国営⼟地改良地区調査三⽅原⽤⽔⼆期地区地質調査その他業務 H24.12〜H25.3 静岡県

平成24年度　農村災害対策整備事業 H24.12〜H25.3 福井県

塚原野地区業務委託第2号

平成24年度基幹⽔利施設ストックマネジメント某地区調査設計委託 H24.12〜H25.2 静岡県

平成24年度基幹⽔利施設ストックマネジメント中遠地区調査設計委託その1 H24.12〜H25.2 静岡県

平成24年度霞ヶ浦⽤⽔地区施設機能診断調査業務 H24.12〜H25.2 茨城県

⻘蓮寺⽤⽔地区事業計画検討業務 H24.12〜H25.2 三重県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

和歌山4期地区小田井・貴志川工区保全計画策定業務 H24.12〜H25.2 和歌山県

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.12〜H25.1 ⻘森県

屏風⼭地区屏風⼭導⽔路他機能保全計画策定業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.12〜H25.1 山形県

米沢平野地区機能保全計画策定業務

平成24年度国営施設機能保全事業 H24.12〜H25.1 福島県

会津南部地区施設⻑寿命化計画策定業務

平成24年度府営農地防災事業 H24.12〜H25.1 京都府

巨椋池2期地区大内サイホン除塵設備基本設計業務

基幹⽔利施設ストックマネジメント事業 H24.12〜H25.1 岡山県

八島地区　施設機能保全計画策定業務

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H24.12〜H25.1 香川県

丸⻲幹線⽔路実施設計（その３）業務

平成24年度県営かんがい排⽔事業 H24.12 ⻑野県

上伊那地区伊那⻄部⽔利施設機能診断その2

平成24年度県営ため池等整備事業⻯⻄2期地区⾅井川⼯区設計 H24.12 ⻑野県

平成24年度利根川⽔系⼟地改良調査管理 H24.11〜H25.3 栃木県

国営造成⽔利施設機能保全対策指導事業

芳賀台地区施設機能診断業務

新⽮作川⽤⽔地区六ツ美幹線⽔路他機能保全計画作成業務 H24.11〜H25.3 愛知県

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H24.11〜H25.3 香川県

飯野幹線⽔路（下流）・⼤窪池⽔路実施設計業務

平成24 年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.11〜H25.2 ⻘森県

浪岡川地区都⾕森頭⾸⼯他機能保全計画策定業務

平成24年度ストックマネジメント⾼度化事業 H24.11〜H25.1 岩手県

盛岡南部地区FRPM管機能診断技術調査業務

会の川機能診断調査業務 H24.11〜H25.1 埼玉県

農業⽔利施設保全対策事業 H24.11〜H25.1 岐阜県

⻑倉⽤⽔地区第1期機能保全計画策定業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.11〜H25.1 新潟県

阿賀野川用水左岸地域機能診断業務

平成24年度国営施設応急対策事業 H24.11〜H25.1 滋賀県

大中の湖地区施設調査検討業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.11〜12 福島県

郡山東部地区取水工その他機能診断業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.11〜12 岩手県

山王海地区機能診断調査業務

平成24年度県営かんがい排⽔事業 H24.11〜12 ⻑野県

北安曇地区基幹⽔利施設機能保全計画策定業務委託

平成24年度　経営体育成基盤整備事業（⼟地総） H24.11 福井県

明後地区業務委託第2号　機能診断業務

経営体育成基盤整備事業(土地総) H24.11 福井県

明後地区　平成24年度　業務委託第3号

愛宕用水管調査設計業務 H24.11 山口県

上田池取水施設点検調査業務 H24.11 兵庫県

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.10〜H25.3 新潟県

阿賀野川用水右岸地区施設機能診断業務

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H24.10〜H25.3 香川県

飯野幹線⽔路（上流）実施設計業務

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H24.10〜H25.3 香川県

飯野幹線⽔路（下流）実施設計（その2）業務

農業⽔利施設保全対策事業 H24.10〜H25.1 岐阜県

⻑良川⽤⽔地区第14号施設機能診断計画策定業務



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.10〜H25.1 新潟県

新津郷地区機能診断業務

平成24年度⾚川⼆期農業⽔利事業 H24.10〜12 山形県

⻄1号幹線⽤⽔路板井川地区調査設計業務

平成24年度県営かんがい排⽔事業 H24.10〜12 ⻑野県

上伊那地区⻄天⻯幹線⽤⽔路機能保全計画書作成業務委託

平成24年度利根川⽔系⼟地改良調査管理 H24.10〜12 栃木県

国営造成⽔利施設機能保全対策指導事業

那須野原区施設機能診断その他業務

農業⽔利施設フォローアップ調査委託業務 H24.10〜12 富山県

⼤和平野県営初瀬川⼯区第1号幹線調査測量設計業務 H24.10〜12 奈良県

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.10〜11 岩手県

藤沢地区機能診断調査業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.10〜11 新潟県

阿賀野川頭首工機能診断業務

⼤和平野県営初瀬川⼯区1号幹線三河⽀線調査測量業務 H24.10〜11 奈良県

基幹⽔利施設ストックマネジメント事業（Ｂ） H24.10 岡山県

川辺地区　施設機能保全計画策定業務

国営施設機能保全事業（小阪部川地区）事業計画書（案）作成業務 H24.9〜H25.3 岡山県

平成24年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業(⼆期) H24.9〜H25.3 奈良県

⼤和平野団体営曽我川⼯区曽我川右岸線調査測量設計業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.9〜H25.2 愛媛県

道前道後平野地区機能保全計画策定（その5）業務

平成24年度農業⽔利保全対策指導事業 H24.9〜12 福井県

福井4期地区機能診断･機能保全計画策定業務

平成24年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.9〜11 ⻘森県

浪岡川地区⼣顔頭⾸⼯他機能保全計画策定他業務

県営ほ場整備事業 H24.9〜11 石川県

野々江2期地区取水施設設計業務

⼿取川流域地区⽩⼭頭⾸⼯整備計画検討他業務 H24.9〜11 石川県

児島湖樋門他機能診断 H24.9〜10 岡山県

岡山南部樋門機能診断調査 H24.9〜10 岡山県

⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H24.9〜10 奈良県

⼤和平野県営⾦剛⼯区3号幹線⽔路6号分⽔⼯取付部調査設計業務、

3号幹線⽔路分⽔管調査設計業務

地域整備検討調査手取川二期地区 H24.8〜H25.2 石川県

平成23年度鴨⽥川排⽔機場耐震点検業務 H24.7〜12 愛知県

平成23年地震⾼潮対策河川⼯事（交付⾦・全国防災）の内 H24.6〜7 愛知県

蟹江川排水機場耐震点検業務

⼤和平野⾶⿃2号幹線⽔路調査設計業務 H24.6〜7 奈良県

地域整備検討調査手取川二期地区 H24.5〜7 石川県

平成23年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.3 栃木県

芳賀台地地区施設機能診断業務

平成23年度中川流域春⽇部中継ポンプ場耐震診断１業務委託 H24.3 埼玉県

平成23年度和賀中部農業⽔利事業 H24.3 岩手県

尻平導⽔路その他調査設計業務

23淀川水系現地調査 H24.3 滋賀県

農業⽔利施設保全対策事業 H24.3 岐阜県

牧田川用水機能保全計画策定業務

庄川左岸幹線⽔路暗渠調査委託業務 H24.3 富山県

紀北東道路某⾼架橋⼯事 H24.3 和歌山県

平成23年度　基幹⽔利施設ストックマネジメント事業 H24.3 奈良県

倉橋地区 導⽔幹線⽔路 測量・設計業務委託



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

吉井川地区　開⽔路調査 H24.3 岡山県

⼤野幹線⽤⽔路 H24.3 滋賀県

吉島幹線⽤⽔路 H24.3 兵庫県

ストックマネジメント技術⾼度化事業 H24.2〜3 富山県

小矢部川地区他試験施工検証等業務

基幹⽔利施設ストックマネジメント事業 H24.2〜3 福井県

朝⽇地区　平成23年度　業務委託第1号

平成23年度房総導⽔路健全度評価業務 H24.2〜3 千葉県

平成２３年度　利根川⽔系⼟地改良調査管理　地域整備⽅向検討調査 H24.2〜3 栃木県

栃木県南地域報告書作成業務

平成23年度 ⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H24.2〜3 香川県

表面保護工法検討その他補足業務

平成23年度 ⼤和紀伊平野農業⽔利事業(⼆期) H24.2〜3 和歌山県

紀伊平野藤崎井⽔路改修その11調査測量設計業務

平成23年度那珂川沿岸農業⽔利事業（⼆期） H24.2 茨城県

農業⽔利施設実施設計その2業務　⼩場江堰幹線⽔路機能診断調査

平成23年度　⽑呂⼭・越⽣・鳩⼭公共下⽔道⽑呂⼭処理センター実施設計業務委託 H24.2 埼玉県

⾦野井揚⽔機場樋管調査 H24.2 埼玉県

平成23年度県営⽔利施設整備事業 H24.2 群馬県

坂東⼤堰地区測量調査設計業務委託

平成23年度県営かんがい排⽔事業 H24.2 ⻑野県

吉⽥堰地区⽔路橋基本設計設計業務委託

尾張⻄部地区機能診断 H24.2 愛知県

平成23年度中信平⼆期農業⽔利事業 H24.2 ⻑野県

某幹線施設機能診断調査その他業務

高橋川特定構造物改築工事（設計）業務 H24.2 石川県

県単独農業農村整備針原地区基本計画作成委託業務 H24.2 富山県

平成23年度　国営造成⽔利施設保全対策指導業務 H24.2 福岡県

筑後川下流⽩⽯地区⽔路施設等機能保全検討業務

某川農地防災事業⽔利⽤実態等調査検討業務 H24.1〜3 徳島県

盛岡南部地区⻄部⽤⽔路たわみ調査 H24.1〜2 岩手県

南紀用水地区東本庄揚水機場機能保全計画策定他業務2 H24.1〜2 和歌山県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H24.1〜2 鳥取県

（東伯地区）矢下頭首工他機能診断業務

平成２３年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H24.1〜2 奈良県

⼤和平野県営初瀬川⼯区第2号幹線その3調査測量設計業務

平成２３年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H24.1〜2 奈良県

⼤和平野団体営初瀬川2⼯区合場⼩島線他調査測量設計業務

平成２３年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H24.1〜2 奈良県

⼤和平野県営初瀬川⼯区第3号幹線⼩路⽀線調査測量設計業務

草津用水地区機能保全計画策定業務 H24.1〜2 滋賀県

平成23年度国営造成⼟地改良施設防災情報ネットワーク事業 H24.1〜2 和歌山県

十津川紀の川地区岩出頭首工耐震診断業務

平成23年度国営施設機能保全事業 H24.1 群馬県

渡良瀬川沿岸地区施設⻑寿命化計画策定業務

平成23年度保全対策指導事業 H24.1 茨城県

霞ヶ浦用水地区八郷揚水機場他機能診断調査業務

新川樋門・阿賀野川頭⾸⼯圧縮強度試験 H24.1 新潟県

ストックマネジメント技術⾼度化事業 H24.1 兵庫県

東播⽤⽔地区⽔路トンネル機能診断技術検討業務

後川内ダム放流設備（ゲルステイン法試験費） H24.1 佐賀県

打上ダム洪水吐現（ゲルステイン法試験費） H24.1 佐賀県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.12〜H24.3 静岡県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

天⻯川下流地区その５

平成23年度農業⽔利施設予防保全事業 H23.12〜H24.2 神奈川県

相模川左岸県央地区測量調査設計業務

平成23年度県営かんがい排⽔事業 H23.12〜H24.2 神奈川県

相模川右岸側2期地域⻑⾕開渠・愛甲開渠測量調査設計業務

某管路調査 H23.12〜H24.2 滋賀県

平成23年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.12〜H24.2 新潟県

荒川地区施設機能診断業務

野洲川下流地区機能保全計画策定業務 H23.12〜H24.2 滋賀県

たん防藤江地区機能診断調査業務 H23.12〜H24.1 愛知県

農業⽔利施設保全対策事業 H23.12〜H24.1 岐阜県

牧田川用水機能保全計画策定業務

平成23年度農地・農業⽤施設等緊急調査 H23.12〜H24.1 山形県

国営最上川中流地区造成施設緊急機能点検調査業務

平成23年度　経営体育成基盤整備事業（⼟地総）　明後地区業務委託第1号 H23.12〜H24.1 福井県

平成23年度農地・農業⽤施設等緊急調査 H23.12〜H24.1 秋田県

国営能代地区造成施設緊急機能点検調査業務

⼤和平野団体営佐保川1⼯区井⼾野若槻線その2調査測量設計業務 H23.12〜H24.1 奈良県

紀伊平野⼩⽥井⽔路改修その14調査設計業務 H23.12〜H24.1 和歌山県

紀伊平野紀の川左岸⽀線⽔路(宮井⽔路)改修その3実施設計業務 H23.12〜H24.1 和歌山県

府営豊富池地区農業⽔利施設保全調査検討業務 H23.12〜H24.1 京都府

津風呂ダム静⽔池機能診断調査 H23.12 奈良県

平成23年度⻄濃⽤⽔第⼆期地区⻄部幹線⽔路相川放⽔⼯調査業務 H23.12 岐阜県

平成23年度県営かんがい排⽔事業 H23.12 ⻑野県

吉⽥堰地区⽔路測量設計業務

平成23年度県営かんがい排⽔事業 H23.12 ⻑野県

⻑野地区⼩布施⽔利施設機能診断および機能保全計画策定業務委託

新濃尾⼆期地区宮⽥導⽔路新般若分⽔⼯施設機能調査業務 H23.12 愛知県

阿賀野川頭⾸⼯護岸空洞調査 H23.12 新潟県

新開川分水工調査 H23.12 鳥取県

平成23年度府営綾部⽤⽔地区 H23.12 京都府

農業⽔利施設機能保全調査検討業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.11〜H24.1 福井県

坂井北部地区機能保全計画策定他業務

丸⻲・北鴨幹線⽔路実施設計業務 H23.11〜H24.1 香川県

和歌山4期地区小田井・藤崎井地区保全計画策定業務 H23.11〜H24.1 和歌山県

平成23年度農地・農業⽤施設等緊急調査 H23.11〜12 山形県

国営米沢平野地区造成施設緊急機能点検調査業務

巨椋池地区機能診断調査業務 H23.11〜12 京都府

頭首工・揚水機場保全計画策定業務 H23.11〜12 和歌山県

南紀用水地区東本庄揚水機場機能保全計画策定他業務 H23.11〜12 和歌山県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.11〜12 滋賀県

基幹施設（某地区幹線⽔路）機能診断業務

平成23年度国営造成⽔利施設保全対策指導事業（⼤⼭⼭麓地区） H23.11〜12 鳥取県

下蚊屋ダムゲート設備他保全計画策定業務

平成２３年度⼤和紀伊平野農業⽔利事業（⼆期） H23.11〜12 和歌山県

紀伊平野貴志川⽔路井ノ⼝⼯区調査設計業務

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H23.11〜12 香川県

吉野幹線⽔路実施設計業務

加古川⽔路トンネル調査 H23.11〜12 兵庫県

平成23年度県営かんがい排⽔事業 H23.11 ⻑野県

⻄天⻯地区分⽔⼯設計業務委託

畑地帯総合⼟地改良事業　伏⾒屋地区　調査設計業務 H23.11 愛知県



調査診断実績表（農林）

業　務　名　称 調査年⽉ 調査場所

2017年12⽉

⾹川⽤⽔⼟器川沿岸農業⽔利事業 H23.11 香川県

丸⻲幹線⽔路補修⼯事

平成23年度国営地区調査 H23.11 香川県

⾹川⽤⽔⼆期地区⽔利施設診断⼿法検討（その３）業務

濃尾⽤⽔第⼆期地区⼤江幹線⽔路他機能保全計画作成その2業務 H23.10〜H24..3 愛知県

宮川用水地区粟生頭首工機能保全計画作成業務 H23.10〜H24.3 三重県

平成23年度　国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.10〜H24.2 新潟県

魚野川東部地区施設機能診断業務

平成23年度⼟地改良施設耐震対策段⼦川排⽔路地区調査設計委託その1 H23.10〜H24.1 静岡県

平成23年度広域基盤整備計画調査 H23.10〜12 福島県

阿賀川地域広域基盤整備計画策定業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.10〜12 福井県

日野川用水地区施設機能診断業務

平成23年度⻄濃⽤⽔第⼆期地区⻄部幹線⽔路宮代サイホン実施設計業務 H23.10 岐阜県

⽼朽ため池事業新宮地区取⽔施設調査 H23.10 石川県

手取川二期地区白山頭首工魚道検討設計他業務 H23.10 石川県

平成２３年度地域整備⽅向検討調査 H23.10 石川県

手取川二期地区整備構想策定業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.10 石川県

能登地区施設機能診断業務

⼤和平野団体営曽我川⼯区曽我川左岸線調査測量設計業務 H23.10 奈良県

某川地区モニタリング調査他業務 H23.10 岐阜県

基幹施設（湖北地区頭⾸⼯）機能診断業務 H23.9〜H24.1 滋賀県

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.9〜12 滋賀県

基幹施設（入江地区）機能診断業務

某山麓地区施設機能診断業務 H23.9〜10 新潟県

宮川⽤⽔第2期地区完了整備業務 H23.9 三重県

平成23年度国営施設機能保全事業 H23.9 滋賀県

日野川地区事業計画書等作成業務

平成23年度吉野川北岸地区⼟⽊定点調査業務 H23.6〜H24.1 徳島県

⼤和平野幹線⽔路等（国営東部幹線⽔路明⽇⾹⼯区開渠他調査測量設計） H23.6〜7 奈良県

設計等業務

河南地区国営造成施設災害復旧調査測量設計業務 H23.6 宮城県

五條幹線⽔路実施設計業務 H23.5〜12 香川県

H22国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.5〜6 石川県

加賀三湖周辺地区施設機能診断業務

国営造成⽔利施設保全対策指導事業 H23.5〜6 石川県

能登地区施設機能診断業務

平成22年度(交)県営集落基盤整備事業(農業⽤⽤排⽔路施設整備) H23.4 群馬県

中群⾺地区測量調査設計業務

※上記業務は全て下請での実績です。


