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道路・交通

発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
三陸国道事務所
国土交通省
仙台河川国道事務所
国土交通省
郡山国道事務所
国土交通省
大宮国道事務所
国土交通省
北首都国道事務所
国土交通省
横浜国道事務所
国土交通省
足羽川ダム工事事務所
国土交通省
長野国道事務所
国土交通省
飯田国道事務所
国土交通省
設楽ダム工事事務所
国土交通省
設楽ダム工事事務所
国土交通省
京都国道事務所
国土交通省
兵庫国道事務所
国土交通省
奈良国道事務所
国土交通省
紀南河川国道事務所
国土交通省
鳥取河川国道事務所
国土交通省
松江国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
広島国道事務所
国土交通省
山口河川国道事務所
国土交通省
徳島河川国道事務所
国土交通省
佐賀国道事務所
国土交通省
熊本河川国道事務所
東日本高速道路株式会社
関東支社

首都高速道路株式会社

中日本高速道路株式会社
名古屋支社
西日本高速道路株式会社
関西支社

阪神高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社
中国支社
西日本高速道路株式会社
愛媛高速道路事務所

三陸国道管内道路管理・交通安全事
業外監理業務
三陸沿岸道路気仙沼地区トンネル設
計業務

広瀬地区構造物設計業務

新大宮上尾道路橋梁詳細設計その4
業務委託
圏央道小貝川高架橋橋梁詳細設計
（その1）業務
横浜国道管内整備効果検討（その4）
業務

付替県道13号橋他1橋詳細設計業務

長野国道改築事業認定検討業務

伊那木曽地域道路設計業務

設楽ダム付替道路事業監理業務

設楽ダム大名倉・松戸工区道路及び橋
梁詳細設計業務

寺田拡幅道路構造物詳細設計他業務

国道2号明石東部電線共同溝設計業
務

奈良県南和地域道路網調査業務

すさみ串本道路サンゴ台高架橋詳細
設計業務
鳥取西道路3期外測量設計その2業
務
多伎朝山道路小田地区外測量設計業
務
笠岡バイパス横島地区橋梁詳細設計
業務

広島国道管内無電柱化設計外業務

豊田地区構造物詳細設計業務（その
1）
四国横断道阿南徳島東事業監理支援
業務

伊万里道路外測量設計業務

熊本57号災害復旧　二重峠トンネル
詳細設計業務
首都圏中央連絡自動車道　江戸崎橋
橋梁設計検討業務
都心環状線（竹橋・江戸橋JCT付近）
更新橋梁構造及び施工法検討
東海環状自動車道 大須ヶ洞第三橋基
本詳細設計
大阪高速道路事務所管内（名神高速
道路）橋梁耐震補強設計業務
湊川付近の大規模更新にかかる橋梁
下部工概略設計業務
広島呉道路　天応地区道路詳細測量
設計業務

松山自動車道　双海橋計画設計

許認可審査業務等に係る指導・調整　地元要望への対応　調整　交
通安全　電線共同溝事業に係る測量・調査・設計業務等の指導・調整
山岳トンネル詳細設計 L=480m　ボーリング　原位置試験　弾
性波探査　室内岩石試験　解析等調査　
「ふくしま復興再生道路」の補強土擁壁予備設計 8箇所　箱形函渠予
備細設計 1箇所　補強土擁壁詳細設計 1箇所　橋梁予備設計 1橋
橋梁詳細設計 2橋 L=388m L=142m　架設計画 1式　照査
設計 1式　CIMモデル作成 1式
架橋地点の地形　地質　各種制約条件　河川管理状況等に基づ
き橋梁上・下部工の詳細設計
整備効果検討　橋梁予備設計 L=2300m　橋梁施工計画検討3
区間　自然環境検討
橋梁詳細設計 2橋 L=66m L=46．4m　道路詳細設計 L=0.04km
一般構造物詳細設計 1式　ボーリング 9本 L=113m
道路構造検討　環境影響調査　予測評価　事業認定申請図書作
成
R153伊南バイパス(工事用道路の復旧設計　用水路管理通路設
計他）　R19桜沢改良（トンネルエ事に伴う濁水処理施設設計)
国道257号及び県道設楽根羽線の測量・調査・設計等に対する指
導・調整  地元調整及び関係行政機関との調整  事業監理
道路詳細設計A　平面交差点・仮橋・仮桟橋詳細設計　鋼橋上部
工　橋台工　橋台基礎工　仮設構造物設計　
擁壁・補強土予備設計 1箇所　補強土詳細設計 4箇所　道路修
正設計 L=0.6km　照明施設・標識・坂路工・用排水詳細設計 1式
電線共同溝詳細設計 L=3,400m　試掘調査 5箇所　現地測量 
A=0.013ｋ㎡ 
ルート・構造による新たな災害危険性・施工時の安全性・事業実施
段階のリスク調査  道路交通・防災上の課題対策の必要性検討

橋梁詳細設計（PC4径間連続ラーメン箱桁橋） 1橋 L=238ｍ

IC詳細設計 1箇所　トンネル詳細設計 L=116m　トンネル照明・
防災施設他設計 1式　施工対応 1式　改良土盛土設計 1式
道路詳細設計(A) L=1.5km　交差点詳細設計 1箇所　一般構
造物設計 一式　箱型函渠詳細設計 3箇所
橋梁詳細設計（横島高架橋 PC単純プレテンションT桁橋 L=18m 
1橋、跨道橋　PC斜材付きπ型ラーメン橋 L=30m 1橋）
電線共同溝予備設計 2.08km　歩道設計 2.48km　土留工詳細
設計 6基　4級基準点測量 40点　路線測量 1式  

箱型函渠詳細設計13基

設計調査業務等に対する指導・調整等 1式  地元及び関係行政機
関等への説明等 1式  事業監理等 1式
道路予備修正設計(B) 1式  基準点測量   路線測量  ボーリング  
サウンディング及び原位置試験  室内土質試験  解析等調査
ECI方式　トンネル詳細設計 L=3.6km　三次元騒音解析 1式　排煙シミュ
レーション 1式　土捨て場設計 1式　AA等級高圧受変電設備設計 1箇所
上部工基本設計 4連　下部工・基礎工詳細設計 29基　仮設構造
物詳細設計 29箇所　仮桟橋詳細設計 1断面 
高架橋仮受橋脚等の構造検討　概算設計及び施工法検討 1式　
既設護岸改造検討及び施工法検討 1式
上部構造 基本設計 7径間連続PC箱桁橋 L=299m 1連　下部・
基礎構造 詳細設計 8基　動的解析　仮設構造物設計
総合技術監理業務 1式　橋梁耐震補強設計（橋梁動的解析 4橋  
橋脚・橋台耐震補強設計 2橋  設計計画 3橋  現地踏査 10橋）
下部工の設計条件検討 1式　ケーソン基礎の概略設計 5基　鋼
製橋脚の概略設計 8基　耐震性能照査 1式
広島呉道路4車線化事業（点の西IC～呉IC）の天応地区の道路詳
細設計及び測量
橋梁計画設計 1橋　現地踏査 1式　橋梁一般図作成 2橋　透視
図・鳥瞰図作成 3枚  

西日本高速道路株式会社
高知管理事務所
西日本高速道路株式会社
九州支社
独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部

青森県三八地域県民局

宮城県東部土木事務所

東京都財務局

東京都建設局
西多摩建設事務所

山梨県県土整備部

長野県大町建設事務所

愛知県知多建設事務所

三重県伊賀建設事務所

京都府南丹広域振興局
南丹土木事務所
鳥取県
中部総合事務所県土整備局
島根県
浜田港湾振興センター

岡山県備前県民局

広島県東部建設事務所

愛媛県中予地方局
久万高原土木事務所

愛媛県南予地方局

高知県幡多土木事務所
宿毛事務所

福岡県直方県土整備事務所

長崎県長崎振興局

熊本県宇城地域振興局

宮城県丸森町

埼玉県さいたま市

神奈川県川崎市

静岡県沼津市

大阪府大阪市

兵庫県神戸市

岡山県新見市

山口県岩国市

高知自動車道　高知インターチェンジ
改良詳細設計
佐世保道路 竹辺1号橋他1橋基本詳
細設計業務
品川駅北周辺地区道路実施設計他業
務
八戸大野線電線共同溝整備設計業務
委託
（仮）雄勝1号橋橋梁詳細設計業務委
託

等々力大橋（仮称）橋梁詳細修正設計

台風19号被害対策工事に伴う設計
（緊急施行）
山梨県新広域道路交通計画策定業務
委託
県単調査（道路改良）事業に伴う設計
業務
道路橋りょう改築工事の内道路予備
検討業務
一般国道368号（安場西橋）他1橋橋
梁耐震補強設計業務委託
国道423号（法貴バイパス）防災・安
全交付金（緊急対策）業務委託
県道倉吉青谷線道路改良工事「無電
柱化計画検討業務委託」
浜田港　長浜地区　臨港道路福井長
浜線　県単港湾　道路予備設計業務

邑上橋　橋梁拡幅詳細設計

府中上下線外　道路災害復旧事業に
伴う業務委託
西条久万線（石鎚スカイライン）測量
調査設計委託業務
（急）東蓮寺谷地区　他　測量調査設
計委託業務
春遠ダム（春遠第1ダム）付替道路ルー
ト検討委託業務
県道直方北九州自転車道線　橋梁詳
細設計委託
JR長崎本線連立（稲佐立体交差平面
化実施設計業務委託）
国道218号霊台橋防災安全交付金
（橋梁補修）設計委託
台風19号に伴う災害査定資料作成業
務委託（その21）
大宮駅周辺地区道路整備計画等検討
業務

登戸駅前広場基本設計等業務委託

都市計画道路沼津南一色線道路測量
設計業務委託
淀川左岸線（2期）トンネル設計業務
委託

税関前歩道橋予備設計業務

市道布原金附線外 災害査定設計書
作成業務

南岩国駅前広場等詳細設計業務

連絡等休憩施設設計 0.8㎞  安全通路設計 2箇所  擁壁工設計 
1断面  舗装設計 0.8㎞  施工計画検討 1式
上部工基本設計（RC連続2連　PC単純1連　PC連続2連）　下部
基礎詳細設計（22基）　土留め工詳細設計 1箇所　動的解析 4連

道路実施設計 1式　構造物実施設計 1式

道路詳細設計 0.34km　平面交差点詳細設計 1箇所　電線共同
溝設計 0.68km 1箇所
PC5径間連結ポストテンションコンポ橋 1橋　逆Ｔ式橋台 2基  
張出式橋脚 4基　架設計画 1工法
橋梁詳細設計（鋼4径間連続鈑桁（ケーブル補剛） L=386m） 1式
塔及び桁のFEM解析　ファイバー要素による動的解析　他1式
道路詳細設計（B）0.06km　大型ブロック積擁壁詳細設計 1箇所　
補強土詳細設計 1箇所　ボーリング 3本 39.9m　解析等調査 1式
山梨県新広域道路交通ビジョンの策定　山梨県新広域道路交通
計画の策定　山梨県幹線道路協議会（仮）の運営補助

交通量推計 1式　道路概略設計 10km

道路予備設計（A）　（本線） L＝2.4km　（ランプ） L＝0.93km　ダイヤ
モンド型IC予備設計（ハーフランプ型） 1箇所　拡幅概略構造検討 1式
Ⅰ期線耐震補強詳細設計 L=99m　二期線橋梁詳細設計（3径間
連続非合成鈑桁橋） 1橋　天王大橋詳細設計 L=120m
ポストテンション方式PC4径間連続箱桁橋（L=234m） 1橋　逆Ｔ式橋
台及びラーメン式橋脚 5基　場所打杭 3基　架設計画（Ⅱ工法）1工法

無電柱化計画検討 1式　現地測量 A=0.001ｋ㎡  
道路予備設計（A） L=1.0km　護岸設計 1式　常時微動観測 9
箇所

橋梁拡幅詳細設計 1橋 L=475m

災害実施設計 44件  0.89km  用地測量 2.03万㎡

災害調査測量設計 1式

急傾斜地崩壊対策実施設計 L=0.33km　路線測量 L=0.33km  
簡易貫入試験 L=50m  

春遠第1ダム付替道路ルート検討 1式

（仮称）水辺館前潜水橋詳細設計 1橋　自転車道詳細設計 L=1km

道路詳細設計 0.22m　交差点設計 1箇所　補強土詳細設計 1
式　貯留管設計　開削工法・管路施設耐震設計
橋梁耐震補強設計 L=55m　工法比較検討（補修・歩道拡幅・耐
震補強）　詳細設計（モデル化・動的解析・ダンパー・落橋防止）
道路詳細設計　ボーリング 13本 L=88m　現況把握に伴う測量 
1式
ターミナル街区内道路ネットワークの効果検証 1式　交通需要マネ
ジメント計画（案）の作成 1式　道路の構造等概略検討 1式
交差点・取付道路処理計画　景観設計　基本設計図の作成　排
水設計　施工ステップの検討　ペデストリアンデッキの拡張検討
橋梁詳細設計 1橋　推進工法詳細設計 L=80m　箱型函渠詳細設計 L=
27m  L=80m　道路詳細設計 L=0.32km　平面交差点詳細設計 2箇所
開削トンネル詳細設計（本線806m及びランプ部85m　軟弱地盤等
における耐震検討等）　仮設構造物詳細設計 1式　契約支援 1式

歩道橋架替に伴う予備設計 1式 （設計コンペにて最優秀賞受賞）

道路災害復旧 L=0.205km  地質調査 1式  測量 1式

駅前広場詳細設計 A=2240㎡  平面交差点詳細設計 1箇所  現
地測量 A=0.011k㎡  路線測量 L=0.4km  CBR試験 4箇所
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河川・港湾

発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
北上川下流河川事務所
国土交通省
飯豊山系砂防事務所
国土交通省
国土技術政策総合研究所
国土交通省
利根川水系砂防事務所
国土交通省
江戸川河川事務所
国土交通省
松本砂防事務所
国土交通省
静岡河川事務所
国土交通省
豊橋河川事務所
国土交通省
淀川河川事務所
国土交通省
姫路河川国道事務所
国土交通省
六甲砂防事務所
国土交通省
境港湾・空港整備事務所
国土交通省
出雲河川事務所
国土交通省
浜田河川国道事務所
国土交通省
宇野港湾事務所
国土交通省
広島西部山系砂防事務所
国土交通省
広島港湾空港技術調査事務所
国土交通省
徳島河川国道事務所
国土交通省
大洲河川国道事務所
国土交通省
松山港湾・空港整備事務所
財団法人
砂防・地すべり技術センター

青森県県土整備部

岩手県県土整備部

宮城県大河原土木事務所

秋田県建設部

山形県村山総合支庁建設部

福島県県北建設事務所

茨城県大洗港湾事務所

群馬県県土整備部

埼玉県
東松山県土整備事務所

北上川下流三輪田地区堤防設計業務

徳網砂防堰堤改築等設計業務

小規模河川氾濫推定図・粗度係数影
響調査業務
烏川・神流川流域砂防堰堤予備設計
外業務

江戸川堤防外詳細設計業務

信濃川上流域砂防施設設計業務

安倍川水系砂防堰堤予備設計業務

豊橋河川事務所管内詳細設計業務

桂川上流部水理特性調査業務

相生有年道路樋門等詳細設計業務

六甲山系砂防堰堤設計業務

境港外港昭和南地区岸壁（－13m）改
良検討業務

中海湖岸堤予備設計外業務

江の川・高津川護岸他測量設計業務

水島港係留施設施工検討等業務

広島西部山系五月が丘地区外砂防堰
堤予備詳細設計業務
広島港海岸中央西地区（江波）護岸設
計業務

向喜来外堤防耐震設計業務

肱川激特事業監理業務

東予港中央地区施工検討等業務

福岡県内　水系砂防計画検討資料　
作成作業

赤川浸水想定区域作成業務委託

岩手県危機管理型水位計調査測量業
務
高倉川外災害復旧測量設計業務委託
（その1）
秋田県土砂災害警戒情報基準検討業
務委託
河川整備単独事業（河川自然災害・補
正）古佐川外流出解析業務委託

設計業務委託（河川・交付）

第2埠頭陸閘及び防潮堤設計業務委
託

吾妻川圏域河川整備計画策定業務

災害復旧工事（新江川設計業務委託
（古凍工区））

築堤詳細設計 L=2.0km  BIM/CIMモデル構築  ボーリング  サ
ウンディング及び原位置試験  室内土質試験  総合解析
砂防堰堤予備設計 1基　大石沢砂防堰堤改築詳細設計 1式　工
事用仮橋設計追加　道路詳細設計（B） L=0.65km  
河川ごとのLPデータ有無の確認　想定最大規模洪水流量の算定　
対象河川区間の選定　リスク情報空白域となりうる河川区間の抽出
烏川流域の下村沢、車沢、中戸沢及び神流川流域の牛蒡沢砂防堰
堤の予備設計及び本谷砂防堰堤における魚道の詳細設計

江戸川堤防（浸透流解析、堤防詳細設計、護岸詳細設計） 1式

砂防堰堤詳細設計（15m未満、透過型） 3基　合同現地踏査 2回  
斜面対策工 1箇所

砂防堰堤予備設計 3基

護岸詳細設計　矢作川左岸 L=200m　右岸 L=400m　間川左岸  
L=200m　護岸詳細設計・堤体評価及び確認　矢作川右岸 L=200m
水理特性の把握・狭窄部改修手法による下流河道影響評価 1式
保津峡内貯留方策の検討 1式  航空レーザー測量 1式

樋門詳細設計 1基

砂防堰堤予備設計 1式　砂防堰堤詳細設計 1式　測量 1式　地
質調査 1式

岸壁改良検討 1式　現地調査 1式 
護岸予備修正設計（片岸）：大海崎箇所 L=700m 遅江港箇所
L=600m　護岸予備設計（かわまち）：雲南箇所、米子港箇所
護岸詳細設計（片側） L=500m　その他設計　4級基準点測量
43点　現地測量 A=0.15k㎡　路線測量 L=3.12km
現況特性の把握　係留施設概略設計　施工方法検討　工程計
画・年次別施工量の検討
砂防堰堤予備設計 2基　砂防堰堤詳細設計 1基　砂防堰堤修正設
計 1基　渓流保全工詳細設計 L=40m　道路概略・詳細設計 1式 
護岸基本設計　細部設計　現地調査（ドローン空撮）　構造形式
比較検討　CIM総合モデル作成 各1式
築堤・護岸詳細設計　砂州保全検討　光ケーブル敷設設計　特殊
提概略設計 各1式
測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等　地元及び関係行政
機関等への説明　事業監理　工事受注者に対する指導・調整

エプロン舗装打替検討等 1式　エプロン経過観測 1式

水系砂防計画資料作成（土砂・流木流出実態の整理  計画基本量
の算定  施設配置計画の検討整備優先度の検討）
浸水解析モデル作成  外力の設定  浸水解析  洪水時家屋倒壊危
険ゾーンの設定  計画規模及びその他の外力による浸水解析
観測開始水位　観測停止水位の検討 326基　占用協議資料作
成 326基　河川横断測量 507本　基準点測量 339点
1次査定　査定図面作成　現地踏査 0.83km　路線測量 1.15km
現地測量 0.001ｋ㎡　現地踏査 0.1km　簡易基準点測量 42点 
現行発表基準課題整理　見直しＣＬの対象現象設定　土砂災害発
生危険基準線見直し検討　警戒判定メッシュの見直し検討
流出解析・河道計画　資料の収集・整理　現地踏査　流量平均雨
量の算出　流出解析　河道特性の検討　被災要因の推定
堰予備設計　設計条件と構造諸元の設定　基礎工及び本体工の
検討　ゲート工の検討　付帯工の検討　施工計画検討

電動横引陸閘設計 B8.0×H2.4 2門　防潮堤設計 1業務

吾妻川圏域河川整備計画策定 1式（78河川）

台風19号による新江川災害査定支援 1式　新江川護岸詳細設計
（本復旧） L=477.1m

千葉県銚子土木事務所

東京都建設局

神奈川県
横浜川崎治水事務所

石川県金沢港湾事務所

山梨県中北建設事務所

長野県長野建設事務所

岐阜県可茂土木事務所

滋賀県湖東土木事務所

京都府山城広域振興局
建設部山城北土木事務所

大阪府寝屋川水系改修工営所

兵庫県但馬県民局
養父土木事務所

和歌山県有田振興局

鳥取県西部総合事務所
米子県土整備局

島根県松江県土整備事務所

岡山県備前県民局

岡山県備中県民局

広島県西部建設事務所
廿日市支所
山口県
岩国港湾管理事務所
徳島県　南部総合県民局
県土整備局　美波庁舎

香川県長尾土木事務所

愛媛県南予地方局建設部

高知県高知土木事務所

高知県幡多土木事務所
宿毛事務所
福岡県
久留米県土整備事務所

佐賀県唐津土木事務所

長崎県県北振興局

熊本県芦北地域振興局

鹿児島県
北薩地域振興局建設部

山口県岩国市

沖縄県名護市

名洗港海岸長寿命化計画策定委託

多摩河川の強化に向けた調査委託

水防情報基盤緊急整備工事その5 合
併 テレメータ観測局等詳細設計
金沢港機能強化基礎調査（設計）業務
委託

大門川外砂防設計業務委託

防災・安全交付金　堰堤改良事業に
伴う設計業務
県単　河川整備計画策定　飛騨川圏
域治水等計画検討業務　委託

芹川単独河川改良設計業務委託

防賀川　集中豪雨・天井川等対策業務
委託，集中豪雨総合対策推進業務委託
一級河川 寝屋川 古川水門耐震補強
詳細設計委託
（砂）上向山田川外 砂防関係施設健
全度把握調査業務その2
箕島漁港漁港施設整備（流通基盤）設
計業務
淀江漁港水産物供給基盤機能保全工
事「物揚場測量調査設計業務委託」
水利施設等保全高度化事業　西潟ノ
内地区　排水機場実施設計業務
農村地域防災減災事業（ため池整備）
森末中池地区測量設計業務委託
公共河川工事(護岸詳細設計)高馬川・
末政川・真谷川
地方港湾厳島港（胡町地区）港湾施設
再編計画検討業務委託
岩国港港湾改修（再編関連）工事に伴
う設計業務委託第8工区
波土　日和佐川　美波・奥河内　河川
堤防耐震設計業務
夏木谷川 通常砂防工事 詳細設計業
務委託

（砂）南君川　測量設計委託業務

高知港海岸（西孕地区）高潮対策耐震
設計委託業務
春遠ダム（春遠第2ダム）本体実施設
計（配置設計）委託業務
池町川排水機場及び樋管予備設計業
務委託
仮屋港（菖津地区）港湾整備委託（施
設定期点検）
つづらダム堰堤改良工事（浸水想定区
域図作成業務委託）
芦北町管内防災・安全交付金（傾崩調
査）基図作成業務委託　他合併
総合流域防災（河川）設計業務委託
（野田川）

増殖礁整備事業調査業務

九年又ダム機能評価業務委託

海岸保全施設長寿命化計画策定 1式

被害状況のとりまとめ　被害要因の検証　現況河道状況把握　
対策が必要な箇所の抽出　対策内容の検討
テレメータ観測局詳細設計　河川監視カメラ設備詳細設計　観測
局基準水位の設定

護岸基本設計 1式

砂防構造設計　現地踏査 7基　砂防堰堤（１次選定）　砂防堰堤
（2次選定：配置検討）　合同現地踏査 7箇所
裾花ダム堰堤改良予備設計とそれに伴うダム本体の安定性の検
討 1式
治水計画整理  費用対効果検討  正常流量検討  河川環境調査  
河川環境検討シート作成  河川整備計画作成 各1式　　
総合治水検討　現地踏査　現況流下能力算定　基本高水検証　
段階的治水対策検討　費用対効果 各1式

内水氾濫対策検討業務 1式

水門耐震補強詳細設計　現地踏査　補強工法の検討　仮説構造
物設計 各1式
砂防関係施設健全度把握調査　健全度調査（渓流保全工） L=
113.6km
B物揚場（基本設計・実施設計）　箕島岸壁（実施設計・施工計画）  
4号導流堤（施工計画・安全対策施設設計）
物揚場基本・実施設計　4級基準点測量 3点　水準測量 L=0.16ｋm
路線測量 L=0.105km　 底質調査 1式　ボーリング L=22ｍ
ポンプ場実施設計 1式  ポンプ設備実施設計 1式  水門設備実施
設計 1式
ため池改修実施設計 1式（堤高 H=14.1ｍ、堤長 L=60.0m）  測
量 1式
末政川・高馬川・真谷川　護岸詳細設計 1式　災害査定設計 3箇
所　河川災害改良復旧対策検討 1式　ボーリング調査 2箇所  
港湾施設再編計画検討 1式（計画準備　現況特性等の把握　課題の抽出整
理　目標（方針）の設定　計画の検討　ヒアリング調査　概算事業費算定 ）

浮桟橋基本・実施設計 1式

河川堤防耐震対策概略検討 １式　地盤改良工法の検討 3断面　
偶発状態の地震応答解析 3断面

砂防えん堤詳細設計 1基　現地踏査　基本事項検討

砂防堰堤工詳細設計 1基　流木対策工詳細設計 1業務　道路実
施設計 L=0.19km　路線測量 L=0.24km  

海岸保全施設耐震設計 L=350ｍ

春遠第2ダム　本体実施設計（配置設計） 1式

河川排水機場予備設計 1箇所　樋門予備設計 1箇所　関係機関
協議 2機関
港湾施設（防波堤・岸壁）定期点検　4施設／陸上目視調査 3,221㎡
海上目視調査 5,355㎡　潜水調査 11,129㎡　肉厚測定 80箇所

ダム堰堤浸水想定区域図作成 1式

基図作成 A=7.2k㎡　微地形調査 241箇所（土石流 93箇所・急
傾斜 148箇所）
河川整備計画検討 1式（現況河道流下能力把握・整備計画河道検
討・氾濫水理解析・費用対効果検討・整備手順検討）

海底面探査（AUV） 1式　付着生物調査 1式　分析費 8検体

現地調査　水位観測　ダム機能評価　総合検討　各1式
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発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
東北国営公園事務所
国土交通省
国営常陸海浜公園事務所

国土交通省住宅局

国土交通省
国営昭和記念公園事務所
国土交通省
国営昭和記念公園事務所

国土交通省中部地方整備局

国土交通省
設楽ダム工事事務所
国土交通省
滋賀国道事務所
国土交通省
岡山河川事務所
国土交通省高梁川・小田川緊
急治水対策河川事務所
国土交通省
高知河川国道事務所
独立行政法人都市再生機構
岩手震災復興支援本部
独立行政法人都市再生機構
中部支社
独立行政法人都市再生機構
中部支社
独立行政法人水資源機構
筑後川局筑後川上流総合管理所

青森県県土整備部

青森県県土整備部

秋田県由利地域振興局

埼玉県都市整備部

埼玉県企業局地域整備事務所

東京都都市整備局

山梨県峡南建設事務所

愛知県建設部

愛知県豊田加茂建設事務所

京都府

兵庫県東播磨県民局
加古川土木事務所

愛媛県東予地方局建設部

熊本県県央広域本部土木部
益城復興事務所

大分県土木建築部

鹿児島県土木部

みちのく公園利用者満足度調査分析
等業務

国営ひたち海浜公園満足度調査業務

平成30年７月豪雨における住まい・集
落等の復旧・復興に係る検討業務

明治記念大磯邸園邸宅現況調査業務

昭和・武蔵・有明公園運営維持管理に
関するモニタリング調査他業務
対流拠点となる交通結節点における
機能強化検討業務

設楽ダム猛禽類環境調査業務

国道8号米原バイパス他猛禽類調査
業務

高梁川潮止堰魚道遡上調査業務

小田川付替環境調査他業務

仁淀川外環境影響検討業務

山田町山田地区国道45号周辺換地
設計その他業務

美浜町運動公園実施設計業務

美浜町運動公園建築基本設計業務

寺内ダム・大山ダム河川水辺の国勢調
査（ダム湖環境基図作成）業務
青森県都市計画区域マスタープラン
策定業務委託
青森港県営上屋建替に係る基本計画
検討業務委託
秋田県（南部海域）　水産環境整備業
務委託
埼玉スタジアム2002公園改修基本
設計業務委託
嵐山花見台工業団地拡張地区産業団
地実施設計業務委託
まちづくりと一体となった都市計画道
路の整備手法検討業務委託
富士川クラフトパーク　日本庭園詳細
設計業務委託

愛・地球博記念公園計画検討業務委託

河川環境対策工事の内河川水辺の国
勢調査業務委託
府立京都スタジアム整備関連 環境影
響モニタリング調査業務
（主）加古川小野線　東播磨道北工区
環境調査業務
（二）東川水系　東川　河川環境調査
委託業務
益城中央被災市街地復興土地区画整
理（換地修正設計業務等）委託
都市計画区域マスタープラン見直し
等業務
屋久島空港県単空港整備設計委託
（環境影響評価（準備書・評価書））

アンケート調査　利用者満足度調査分析　外国人入園者に関す
る国籍等調査　運営維持管理検討　事業再評価の検討
利用者満足度調査 1式　利用実態調査 1式　運営維持管理業務
有識者委員会資料作成 1式　事業評価監視委員会資料作成 1式

住まい・集落等の復旧・復興に係る検討（岡山エリア） 1式

建築物実測調査・史料調査・聞取り調査 1式　損傷調査・痕跡調査・
技法調査・構造調査 1式　映像記録 1式

利用者満足度調査 1式

対流拠点となる交通結節点の機能を高める仕組みの検討 1式

現地調査（定点観察） 1式　調査結果とりまとめ 1式　調査結果の
解析 1式　環境保全措置の評価と検討 1式
猛禽類調査（米原バイパス） 6回　猛禽類調査（野洲栗東バイパス） 
8回　調査結果とりまとめ 1式

計画準備 1式　現地調査 1式　調査成果とりまとめ 1式

河川水環境調査　環境影響評価（動物調査・植物調査・生態系調
査）　定期水質調査のデータ整理　環境巡視
移植適地の選定　移植方法の検討　移植の実施　モニタリング
調査他 1式

区画整理関連業務　換地設計　地区面積 19.8ha　地権者 139人

運動公園実施設計 A=8.3ha　公園外周道路実施設計 L=0.25km
工事発注図書作成
観覧スタンド他の運動公園内の建築物及び工作物の建築・電気設
備・機械設備の基本設計及び概算工事費算出
事前調査　現地調査計画　学識経験者等ヒアリング対応　現地
調査　調査結果のとりまとめ　調査対象外の確認等

青森県都市計画マスタープランの見直し策定（区域マスのみ）  
現状把握　上屋建替必要性検討　基礎構造検討　概算工事費の
算出
海底面探査（サイドスキャンソナー） 129.4km　藻場潜水調査 
1,150m　藻場ビジョン策定 1式
北東エリア土地利用検討  西側エリア再整備検討　複合型運営施
設の設置検討　基本設計図作成　概算事業費算出 
造成詳細設計　法面詳細設計　公園詳細設計　緑地詳細設計  
工事工程計画策定　街区確定業務

都市計画道路整備手法検討 1式　交通量推計 1式

日本庭園詳細設計 1式　松籟橋高欄更新詳細設計 1式

公園計画検討 1式　公園利用者状況調査 1式　供給処理施設デー
タ収集整理 1式
河川水辺の国勢調査　（計画準備・事前調査・現地調査計画の策
定・現地調査・調査結果のとりまとめ）
魚類調査現地調査 27回　専門家会議資料作成　WG資料作成 1
回　護岸湧水調査現地調査 1回　光、騒音・振動調査 1式

大気質　水質　騒音振動　調査 1式　動植物調査 1式

費用対効果の検討　河川整備計画（案）本文作成　現地踏査　
変更事業計画書の作成　換地設計修正　清算指数の整理　権利
調査補正　仮換地指定通知書作成　使用収益開始日通知書作成
都市計画区域見直の検討　区域区分見直の検討　都市施設の整
備目標の検討　大分県都市計画の方針の見直し基本方針の検討
予測・評価・環境保全措置の検討　事後調査計画の検討　準備説明会
の運営補助　専門委員会等の対応　準備書（案）、評価書（案）の作成

愛知県名古屋港管理組合

岡山県西部衛生施設組合

北海道旭川市

岩手県山田町

秋田県秋田市

山形県米沢市

東京都中野区

東京都立川市

東京都中央区

東京都調布市

神奈川県川崎市

神奈川県横浜市

神奈川県横浜市道路局

長野県茅野市

長野県千曲市

静岡県湖西市

愛知県一宮市

兵庫県洲本市

島根県江津市

岡山県岡山市

岡山県新見市

山口県光市

山口県光市

山口県美祢市

徳島県美波町

香川県丸亀市

愛媛県松山市

熊本県益城町

大分県佐伯市

一般社団法人みんなでびぜん

金城ふ頭基盤整備検討調査

新ごみ焼却施設整備に係る環境影響
評価その2業務
缶・びん等資源物中間処理施設整備・運
営事業に係る生活環境影響調査業務

山田町復興事業推進支援業務委託

大森山公園整備事業　大森山公園整
備基本計画策定業務委託
米沢市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ及び米沢市
立地適正化計画策定支援業務委託
野方駅周辺地区まちづくり整備方針
（素案）策定業務委託
西国立駅駅前広場等都市計画素案等
作成業務委託
グリーンインフラガイドライン（仮称）
検討策定等業務委託
調布市都市計画マスタープラン策定
等検討調査業務委託
登戸土地区画整理事業換地設計変更
等業務委託
鶴ヶ峰駅北口周辺地区土地区画整理
事業調査業務委託
羽沢横浜国大周辺地区バリアフリー
基本構想検討業務委託（その2）
本町地区まちづくり整備事業　まちづ
くり支援委託業務
大西緑地公園他２公園災害復旧対応
業務

浜名湖西岸換地設計

景観計画策定業務委託

洲本市都市計画関連計画策定業務委
託
江津市都市計画マスタープラン策定
業務
岡山駅東口駅前広場等詳細設計業務
委託

新見市立地適正化計画策定業務

光市立地適正化計画作成業務委託

光市防災指令拠点整備基本計画策定
支援業務
美祢市学校施設長寿命化計画策定業
務

美波町事前復興まちづくり検討業務

丸亀総合運動公園多目的広場実施設
計業務委託
松山駅前広場等整備基本計画検討業
務委託
地域拠点におけるにぎわい創出に関
する基礎調査
佐伯市市街地グランドデザイン策定
業務委託
備前市日生　「里海の交番」　基本設
計・実施設計他委託業務

余水吐および余水管の構造・設置場所・仮設、仮復旧等検討　既設
排水管の接続・工事完了後の復旧等・工事中の護岸の上部工検討
環境影響評価実施計画書手続き　現地調査（大気質、騒音・振動、
土壌、動物、植物、生態系、景観等）　環境影響評価準備書手続き
基本的事項の把握整理　生活環境影響調査対象地域の選定　現況把
握整理　予測影響の分析　総合的評価　生活環境影響調査書作成
まちづくりニュースの作成補助　個別カルテの更新　宅地募集関連補
助　移転促進区域データの整理　震災ギャラリー展示用のパネル作成
構想の検証と諸条件の分析・整理　基本計画の検討　全体鳥瞰
パース作成　基本計画の作成
関連計画・施策等整理　現状及び将来見通しにおける都市構造上
の課題の分析　街づくり検討方針の検討
まちづくり整備方針（素案）策定支援　道路ネットワーク（案）の検
討　野方三丁目、四丁目のまちづくりの検討駅前再編整
まちづくり構想の策定 1式　連続立体交差化計画に伴う駅前広場
等の検討 1式

グリーンインフラガイドライン策定 1式

マスタープラン改定検討調査 1式

換地設計準備（権利調査補正 37.1ha　生理前土地地積の確定
1.8ha　比例評価式換地計算 37.1ha　換地割込 4.5ha）

まちづくり基本調査  区画整理事業調査  実態調査

まちあるき点検　ワークショップの開催に向けた準備及び支援  市民情
報募集の実施に向けた準備及び支援　バリアフリー基本構想の検討

まちづくり支援業務 1式

千曲市管理の千曲川沿い公園の災害復旧測量設計3公園（大西緑
地公園、戸倉千曲川緑地公園、上山田中央緑地）

区画整理換地設計 48.6ha

基礎調査・策定会議等の支援　景観計画（案）の検討・策定会議等
の支援　住民説明会の支援
国土利用計画策定 1式　都市計画マスタープラン策定 1式　立地
適正化計画策定 1式

都市計画マスタープラン策定 1式

駅前広場等詳細設計 1式　交差点設計 1式　駅前広場内におけ
る建築設計 1式
立地適正化計画の策定　検討委員会　住民説明会及びパブリッ
クコメント実施支援　取りまとめ・公表
誘導区域等の検討・整理　誘導施策等の検討・整理　評価指標等の検討・
整理　立地適正化計画（案）の作成　住民説明会及びパブリックコメント
基本計画の作成（基本計画策定の主旨、検討事項、建築計画、事
業計画） 1式
学校施設の現状把握と劣化状況評価　学校施設整備の基本的な方針の
検討　長寿命化の実施計画　長寿命化計画の継続的運用に向けた整理
復興まちづくりイメージ検討 1式　ワークショップ開催 14地区 各
2回 計28回

丸亀総合運動公園多目的広場実施設計業務委託 1式

駅前広場等整備基本計画・協議等支援 1式

地域拠点（惣領交差点周辺）の現況・課題・まちづくり方針の確認　「地域
拠点におけるにぎわい核施設」の必要性・事業性の検討、推進方策の整理

市街地グランドデザイン策定業務 1式　PFI検討 1式

建築基本設計・実施設計・建築施工管理業務調査　土木関連設計
関係法令上必要となる各種申請手続き　測量調査　地質調査
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発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
宇都宮国道事務所
国土交通省
北首都国道事務所
国土交通省
東京国道事務所
国土交通省
長野国道事務所
国土交通省
多治見砂防国道事務所
国土交通省
中部地方整備局
国土交通省
中部地方整備局
国土交通省
名古屋国道事務所
国土交通省
北勢国道事務所
国土交通省
近畿道路メンテナンスセンター
国土交通省
近畿技術事務所
国土交通省
鳥取河川国道事務所
国土交通省
倉吉河川国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
広島国道事務所
国土交通
三次河川国道事務所
国土交通省
中国道路メンテナンスセンター
国土交通省
四国山地砂防事務所
国土交通省
松山河川国道事務所
内閣府沖縄総合事務局
南部国道事務所
首都高速道路株式会社
東京東局
首都高速道路株式会社
東京西局

大阪高速鉄道株式会社

秋田県
仙北地域振興局建設部

山形県置賜総合支庁

千葉県長生土木事務所

東京都都市整備局
第一市街地整備事務所

東京都建設局第一建設事務所

宇都宮国道管内橋梁補修設計業務

国道298号大型ボックス他補修設計
業務

東京国道管内橋梁補強設計業務

長野国道橋梁管理検討業務

多治見国道橋梁点検業務

PC橋塩害影響調査業務

PC橋の長期保証制度に関する検討
業務

尾張南地区橋梁点検業務

名阪国道橋梁補修設計業務

道路構造物保全データベース作成業務

中部地区橋梁点検業務

鳥取西道路外橋梁点検業務

倉吉管内橋梁点検業務

岡山・津山橋梁点検業務

岡山国道管内橋梁補修設計その1業務

国道180号電線共同溝点検業務

広島国道中部地区橋梁点検業務

三次管内橋梁外点検その2業務

国道54号白島地区外橋梁点検業務

砂防施設長寿命化計画検討業務

松二出張所管内道路附属物点検業務

南部国道管内トンネル点検業務

構造物設計（附属施設物等の補修設
計）
構造物設計（コンクリート構造物の補
修設計）
大阪モノレール線　鋼軌道桁等定期
点検業務委託（２-１）

トンネル補修設計業務委託

道路施設長寿命化対策事業一般国道
287号荒窪橋外耐震補強設計業務委託
橋梁修繕委託（長南橋補修等検討設
計）
道路擁壁等補修設計（31有・豊・晴－
1）
勝鬨橋長寿命化基本補足設計その4・長
寿命化検討委員会運営資料作成委託

橋梁補修設計 9橋　補修工法の比較検討 1式

大型ボックス補修設計 22箇所　橋梁補修設計 2橋

耐震補強設計 4橋　耐震性能照査 5橋

対象橋梁 485橋　管理計画検討 1式　橋梁等補修設計 1式

橋梁定期点検 44橋　第三者被害予防措置 11橋　橋梁補修設
計 1式

PC橋塩害影響調査 5橋

ひび割れの実態と原因推定　長期保証のための設計　施工段階の諸
条件整理　設計段階の検討内容整理　今後の長期保証制度のあり方
定期点検 25橋　第三者被害予防措置 33橋　定期＋第三者 41
橋
一般国道25号（名阪国道）の橋梁点検結果より補修・補強工法の
比較検討・詳細設計
道路構造物保全DB更新　道路防災対策DB更新　個別施設計画
の更新（トンネル、道路附属物、特定道路土工構造物）

現地踏査 31橋  定期点検 38橋　点検調書作成 38橋
 
橋梁点検 162橋（R2年度：61橋、R3年度：101橋）

橋梁定期点検 90橋　H29年度 61橋（定期 22橋、第三者 61橋）
H30年度 29橋（定期 20橋、第三者 9橋）
現地踏査 172橋　定期点検 133橋　第三者被害予防措置 39橋
点検調書作成 1式

橋梁補修設計 10橋　塗膜圧調査 1式
　
接続部・地上機器部本体点検 46箇所　地上機器部本体点検　分
岐桝点検 23箇所　鉄蓋点検 149箇所　点検調書作成 284箇所
現地踏査 80橋　定期点検 46橋　第三者点検 56橋　点検調書
作成 80橋
現地踏査　橋梁 37橋　大型カルバート 4基　橋梁点検 37橋  
大型カルバート点検 4基　点検調書作成 1式  

橋梁定期点検・第三者予防措置 68橋

砂防施設長寿命化計画検討 1式

道路附属物点検 1式

西原トンネル・伊祖トンネル・豊見城トンネルのトンネル点検業務 1式

構造物資料収集整理 1式　構造物補修検討 1式　構造物補修管
理資料作成 1式  
コンクリート構造物補修設計 1式

点検業務計画 1式　鋼軌道桁点検 1式　駅舎躯体部点検 1式
 
トンネル補修設計 L=445m

耐震補強設計 2橋　落橋防止システムの設計　支承部補強詳細
設計　踏掛版詳細設計　橋脚補強詳細設計

長南橋補修等検討設計 1橋

橋梁補修設計・擁壁補修設計 1式　擁壁点検 1式

橋梁長寿命化基本補足設計 1式　委員会運営補助 1式
  

東京都建設局第五建設事務所

東京都建設局第六建設事務所

東京都港湾局東京港建設事
務所
神奈川県県西土木事務所
小田原土木センター

山梨県中北建設事務所

岐阜県下呂土木事務所

大阪府寝屋川水系改修工営所

大阪府寝屋川水系改修工営所

兵庫県東播磨県民局
加古川土木事務所

和歌山県東牟婁振興局

鳥取県鳥取県土整備事務所

鳥取県鳥取県土整備事務所

島根県土木部

岡山県土木部

岡山県土木部

岡山県
美作県民局真庭地域事務所
財団法人
東京都道路整備保全公社
一般財団法人
京都技術サポートセンター
財団法人
兵庫県まちづくり技術センター

神奈川県川崎市

富山県富山市

京都府福知山市

兵庫県淡路市

島根県松江市

岡山県岡山市

岡山県岡山市

岡山県岡山市

岡山県鏡野町

山口県岩国市

東京ガス株式会社

浦安橋（上り及び下り）長寿命化基本
設計（その1）

新荒川大橋長寿命化基本補足設計

有明ふ頭橋（西）性能照査委託

橋りょう補修工事（県単）設計業務委託

（一）日野春停車場線　富岡橋　耐震
補強設計業務委託
公共　防災・安全交付金（トンネル・橋
梁点検調査）竹原トンネル他
一級河川　寝屋川　大久保調節池外
補修検討委託
寝屋川南部地下河川 若江立坑外 地
下構造物調査点検手法検討委託
東播磨港二見地区他臨港道路東二見
線他橋梁補修耐震設計業務
日置川すさみ線（潮来橋）交付金道路
保全設計業務
県道鳥取鹿野倉吉線（樫木橋）外橋梁
補修工事「調査設計業務委託」
県道鳥取鹿野倉吉線（徳尾大橋）橋梁
補修工事「調査設計業務委託」

橋梁補修補強マニュアル改訂業務

道路工事（橋梁長寿命化対策検討業
務）
道路工事（橋梁長寿命化対策マニュア
ル策定業務）

単県道路工事（塗膜調査その１）

佃大橋（取付）橋台・橋脚基礎工修正
設計
道路施設定期点検（橋梁）業務委託
（新綾部大橋他9橋）
市町道路橋定期点検（地域一括発注）
業務《西播磨地域（その１）》

管路施設耐震診断調査業務委託その4

初音橋外橋梁定期点検業務委託

橋りょう修繕設計（その1）業務

道路メンテナンス補助金事業　野島
柴床橋　撤去設計業務委託

中海大橋詳細調査業務委託

京橋水管橋補修工事実施設計業務委
託
国道250号（新京橋）耐震補強調査設
計業務委託
城下地下駐車場・城下地下広場修繕
基本設計業務委託

大釣橋橋梁修繕工事設計業務

市道波野4号線（檜之口橋）ほか橋梁
点検業
鶴見大橋専用橋耐震化工事詳細設計
（その2）

橋梁長寿命化基本設計 1式

橋梁長寿命化基本補足設計 1式

耐震性能照査（3次元モデルによる動的解析）　既設橋梁の照査
性能照査
補修設計 5橋　落橋防止システム設計 5橋　補強設計 3橋　施
工計画 5橋　概算工事費算出 1業務
鉄筋はつり調査　橋脚耐震補強　落橋防止システム設計　橋梁
補修
竹原トンネル L=411m　川上第1トンネル L=21m　川上第2ト
ンネル L=9m　菅原トンネル L=80m

調節池補修検討 1式

現地調査 1式　画像解析 1式　若江立坑 1式　八戸の里調節池 
1式  
橋梁補修設計 1式

橋梁補修設計 1橋（1径間単純鋼上路式ランガー）

橋梁補修調査設計 2橋

橋梁補修調査・設計 2橋　（上り線 L=299.4m、下り線 L=282.4m）

橋梁補修補強マニュアル改訂 1式

橋梁長寿命化対策検討業務 1式

橋梁長寿命化対策マニュアル（案）作成業務 1式
 
橋梁塗膜調査 22橋　橋梁塗膜調査 6橋

橋梁長寿命化修正設計（橋台基礎工、橋脚基礎工） 1式　施工計
画 1式
橋梁定期点検  京都府特殊橋（国道） 2橋（府道） 9橋　縦断測量
（国道） 0.78 km　（府道） 0.22 km
市町道路橋定期点検：赤穂市 76橋　相生市 80橋　上郡町 98橋 
計254橋
管路施設耐震診断調査(詳細診断) L=100.3km　現地調査　条
件設定　耐震計算による性能の定量的評価（応答変位法）
橋梁定期点検（レベル1点検） 6橋　橋梁定期点検（レベル2点検） 
1橋
橋りょう修繕設計 3　高畑橋 L=4m　正明寺橋 L=8.45m　向
側橋 L=7.6m

橋梁撤去設計 1橋 L=13.4m W=5.8m

橋梁耐震性能照査　構造調査　健全度判定 1式
  
水管橋補修設計 1式

耐震補強調査設計業務　新京橋 L=361.5m、W=22.0（23.7）m

構造物現地調査 1式　損傷図作成 1式　調書作成 1式　変状の種
類の考察、健全度評価 1式　基本設計（修繕計画） 1式　試験 1式  

延長 32m　幅員 5.5m　橋梁補修・設計 1橋

橋梁定期点検 45橋

ケーソン基礎の動的解析　橋脚耐震補強詳細設計　基礎耐震補
強詳細設計　支承補強設計　落橋防止システム補強設計 1橋
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発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
静岡国道事務所
国土交通省
庄内川河川事務所
国土交通省
淀川ダム統合管理事務所
国土交通省
岡山国道事務所

内閣府大臣官房

農林水産省
中国土地改良調査管理事務所
株式会社
高速道路総合技術研究所
首都高速道路株式会社
本社
本州四国連絡高速道路
株式会社鳴門管理センター

独立行政法人水資源機構

独立行政法人水資源機構

北海道企業局室蘭地区工業
用水道管理事務所

宮城県土木部

宮城県土木部

宮城県総務部

山形県環境エネルギー部

山形県置賜総合支庁

福島県
鮫川水系ダム管理事務所

茨城県農林水産部

栃木県企業局
今市発電管理事務所

埼玉県下水道局

千葉県千葉土木事務所

千葉県印旛沼下水道事務所

東京都第一建設事務所

神奈川県横浜川崎治水事務所
川崎治水センター

大阪府西大阪治水事務所

島根県雲南県土整備事務所
仁多土木事業所
岡山県備前県民局
旭川ダム統合管理事務所

山口県土木建築部

徳島県東部農林水産局　
吉野川庁舎

静岡国道危機管理計画検討業務

庄内川堤防耐震性能照査業務

天ケ瀬ダム関連施設耐震性能照査業
務

吉田地区環境検討業務

国土強靱化に関する脆弱性の評価手
法等に係る調査業務
国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業（芦田川地区）三川ダム耐震検討業務
地震時の通行規制運用に関する技術
資料作成
基礎構造物の耐震に関する技術資料
作成
鳴門管内陸上部橋梁耐震補強設計業
務
河口堰施設耐津波性能評価手法等検
討業務

アースフィルダム耐震検討業務

室蘭工水　幌別ダム第一余水吐耐震
補強基本設計業務委託
北上川流域別下水道整備総合計画策
定業務委託

下水道施設内水被害検証業務委託

防災回線再構築実施設計業務

山形県津波浸水想定・被害想定調査
業務
置賜処理区効率的事業計画策定業務
委託

管理設備設計業務委託

茨城県水産試験場漁業無線局通信機
器更新実施設計委託
川治第一発電所調圧水槽及び水圧鉄
管耐震性能照査業務委託
流域下水道デジタル管路図等の作成及
び埼玉県下水道BCP訓練支援業務委託
県単公園整備委託（幕張海浜公園
DEFブロック照明検討設計）
総合地震対策八千代ポンプ場外耐震
診断業務委託
勝鬨橋長寿命化詳細設計・検討委員
会運営資料作成
テレメータ観測局等詳細設計業務委
託
一級河川 木津川外 遠隔監視操作設
備更新設計委託
平家、坂根トンネル照明施設修繕設計
業務委託
旭川ダム管理用制御処理設備更新詳
細設計
管内一円情報基盤総合整備工事に伴
う機器更新調査業務
震災対策　徳島16　ため池豪雨対
策照査業務

通行規制計画改定案の検討並びに作成　CCTV・道路情報板の配
置計画作成　南海トラフ巨大地震時の交通ネットワーク確保検討

レベル2地震動に対する河川堤防耐震性能照査　対策工検討

天ヶ瀬ダム関連施設（クレスト・コンジットゲート、門柱、天端橋梁、
電気設備類）の耐震性能照査
国道2号線西隆寺地内高架橋の交通振動発生原因究明　対策工
検討～設計及び施工した対策工の効果確認検討
総合的に脆弱性を示すアウトカム指標等の開発手法　脆弱性の
評価手法の改善、政策課題の検討に関する調査
ダム耐震性能照査（レベル2地震動） 1式　農業用ダム安全性評
価委員会資料整理 1式  
他機関の地震計データを用いた通行規制シミュレーション　地震
時の設置位置に関する調査資料作成  検討会の運営補助
既設フーチング基礎の耐震性に関する載荷試験　FEM解析及び
基礎構造物の耐震性照査に関する技術資料の作成 1式

耐震性能照査 ・補強設計 4橋

河口堰への津波の影響検討（地震発生から津波が到達するまでの
連続的解析）　耐津波補強対策の検討　耐震性能照査
アースフィルダム（農業用）のレベル2地震動に対する耐震性能照
査及び耐震補強対策設計

余水吐本体　門柱　ゲートの耐震補強基本設計

流域別下水道整備総合計画策定のうち基礎調査（自然的条件整理
～排水量・汚濁負荷量の現況と見通し）まで1式
防災拠点及び緊急輸送路等の情報収集整理　浸水戸数の情報収
集整理　下水道施設状況と被災状況との関連性検証
防災回線再構築実施設計　多重無線施設・鉄塔（アングル）・単信
無線施設詳細設計　多重鉄塔耐震適合性確認
津波浸水・被害想定調査　既存資料収集・整理　地盤モデル構築  
地震動予測　地震ハザード情報の算出  地震動による被害想定
山形県最上川流域下水道置賜処理区の全体計画・下水道法事業
計画・都市計画認可図書作成  

ダム管理用システム更新設計 1式

漁業無線局通信機器更新実施設計 1式

経産省のマニュアルに基づく調圧水槽と水圧鉄管の耐震性能照査

管路施設の位置の把握や、災害時における被災箇所の迅速な特定
等に活用するデジタル管路図の作成等

公園照明及び受電設備詳細設計 1式

八千代ポンプ場ポンプ棟・柏井ポンプ場ポンプ棟の付帯施設の耐
震診断・耐震対策検討
上部構造補強詳細設計　橋台詳細耐震性照査　委員会運営　委
員会資料作成　委員会報告書素案の作成

テレメータ施設詳細設計　河川監視カメラ詳細設計

遠隔監視操作設備更新　詳細設計 1式
  
トンネル照明施設修繕設計 2箇所

ダム管理用制御処理設備更新詳細設計 1式

無線テレメータなど機器の状態調査　効率的な機器更新の立案設
計

ため池豪雨対策照査 25箇所

徳島県危機管理部

愛媛県南予地方局

高知県公営企業局

高知県土木部

福岡県那珂県土整備事務所

鹿児島県大隅地域振興局

公益財団法人
千葉県下水道公社
北海道
札幌市下水道河川局
北海道
札幌市水道局

岩手県宮古市

宮城県柴田町

山形県天童市

神奈川県横浜市

神奈川県横浜市

神奈川県横浜市

神奈川県
横浜市環境創造局

京都府伊根町

大阪府高槻市

大阪府大阪市

大阪府大阪市

和歌山県白浜町

岡山県岡山市

岡山県倉敷市

広島県呉市

愛媛県今治市

愛媛県愛南町

福岡県
福岡市道路下水道局

熊本県熊本市

熊本県苓北町

東京ガス株式会社

徳島県地震津波被害想定調査

宇和島港BCP策定委託業務

工業用水道管路更新基本設計業務委
託
鏡ダム関連構造物耐震補強工法検討
委託業務
北谷ダム多重無線設備等改良設計業
務委託

道路改築設計委託（末吉道路工区）

佐倉市岩名中継ポンプ場耐震診断業
務委託
茨戸中部中継ポンプ場雨水ポンプ設
備ほか改築実施設計
曙ポンプ場基本設計ほか耐震診断業
務

津波避難計画等策定支援業務

柴田町公共下水道事業ストックマネジ
メント業務委託
ストックマネジメント事業下水道汚水
管渠更生実施設計業務委託
（仮称）横浜市強靭化地域計画策定業
務委託
神奈川処理区等寺尾子安地区ほか再
整備計画策定業務委託（その2）
栄処理区柏尾下倉田幹線下水道再整
備工事に伴う設計委託
横浜市下水道BCP改定検討業務委
託
本庄地区水産飲雑用水施設機能保全
計画策定業務
高槻市業務継続計画（BCP）【地震対
策編】修正及び受援計画策定業務
南海トラフ巨大地震によるトンネルに
対する影響の検討及び調査業務委託
新木津川大橋耐震対策詳細設計業務
委託
白浜町デジタル防災行政無線（同報
系）システム整備実施設計委託業務
岡山市内水ハザードマップ見直し業務
委託
玉島下水処理場耐震補強設計（その
2）業務委託
本庄水源地堰堤耐震性能調査・検討
業務
下水道管路施設ストックマネジメント
計画策定業務委託（その1,2)
漁業集落排水施設機能診断及び機能
保全計画策定委託業務
中部処理区下水道主要施設（都心部主
要ポンプ場関連）再構築検討業務委託
都市計画事業　鶯川第2排水区浸水
対策施設基本設計等修正業務委託
苓北町防災重点ため池ハザードマッ
プ作成業務委託
供給停止判断に係る防災技術高度化
のための検討

地震動予測　液状化予測　建物被害予測　人的被害予測　ライ
フライン被害予測　交通施設被害予測　生活支障予測
南海トラフ巨大地震における被害状況の想定　港湾機能回復タイ
ムライン作成　宇和島港BCPのとりまとめ　協議会の運営支援

工業用水道管路更新 L=1,500m （φ700mm）

ラジアルゲートの耐震補強検討

多重無線設備　テレメータ警報設備　水位計測設備　気象観測
設備等の改良詳細設計
道路情報板　道路照明　管路設計　道路案内標識・警戒標識等
設計（末吉ＩＣ～宮崎県境部 約2.9km）
流入渠・沈砂池・ポンプ室・流出渠　建築面積 58.18㎡　延べ床面
積 80.04㎡　計画汚水量 0.016㎥/秒　コンクリート強度試験

茨戸中部中継ポンプ場　基本設計　厚別洗浄センター　詳細設計

基本設計　耐震診断

津波避難計画　業務継続計画　避難所運営・災害対策本部・自主
防災組織運営・復興計画策定マニュアル作成
公共下水道事業ストックマネジメント L=1,246.6m　布設替え工法 
L=449.2m　管更生工法 L=632.7m　改築推進工法 L=166.7m

管渠更生実施設計 L=1.6km

脆弱性評価を踏まえた対応方策の提案　外部有識者ヒアリングの
支援　意見募集の実施支援
基本設計（合流式） 90.2ha　流出解析 366.9ha（シミュレーショ
ン、排水区のモデル化）

管更生工法による耐震詳細設計 L=1,035.1m

過年度検討内容の精査及び時点修正　横浜市下水道BCP　運用
実施要項の時点修正　ヒアリング及びワーキング補助

機能診断 1式　機能保全計画 1式

優先業務選定　災害シナリオ設定　職員参集予測　業務継続計
画及び受援計画策定

南海トラフ巨大地震に対するトンネルの耐震性能照査

中路式鋼アーチ橋の耐震補強設計

デジタル防災行政無線システムの実施設計

市内一円約8,900haの内水ハザードマップ作成

下水処理場耐震補強設計　沈砂池・ポンプ室 1式　消毒施設 1式

水道施設として大正7年に竣工した粗石コンクリートダム（土木遺
産）の耐震性能照査
今治市公共下水道1,800ｈａの汚水　雨水のストックマネジメント
計画

機能診断及び機能保全計画策定業務（5施設） 1式

基礎資料作成　築地町ポンプ場の要求機能の設定　施設計画・施
工手順の検討　法定図書資料作成　広報資料作成
整備方針再検討（基礎調査、根幹的施設配置の検討、雨水管きょ
計画、財政計画）　シミュレーション　基本設計修正　測量
資料の検討　浸水想定区域図照査　現地調査　ハザードマップ
作成　点検とりまとめ　住民説明会支援
SUPREME被害推定式の高度化、SI値の不確定性を踏まえた被
害推定検討、第一次供給停止基準の見直し検討
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資源循環

発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

環境省福島地方環境事務所

独立行政法人国立印刷局

岐阜県岐阜土木事務所

三重県環境生活部

北海道
愛別町外3町塵芥処理組合
北海道
遠軽地区広域組合
北海道
西いぶり広域連合
青森県
下北地域広域行政事務組合
秋田県
大曲仙北広域市町村圏組合
山形県尾花沢市大石田町
環境衛生事業組合

福島県東白衛生組合

福島県会津若松地方
広域市町村圏整備組合
茨城県
江戸崎地方衛生土木組合
東京都
小平・村山・大和衛生組合
新潟県
五泉地域衛生施設組合
福井県
鯖江広域衛生施設組合

長野県上伊那広域連合

大阪府
東大阪都市清掃施設組合
和歌山県
橋本周辺広域市町村圏組合
岡山県
西部衛生施設組合
徳島県
吉野川環境整備組合
福岡県
八女西部広域事務組合
佐賀県
天山地区共同環境組合
佐賀県
東部環境施設組合
公益財団法人
宮城県環境事業公社
公益財団法人
新潟県環境保全事業団
公益財団法人
鳥取県環境管理事業センター

北海道札幌市環境局

青森県三沢市

青森県八戸市

大熊町及び双葉町における対策地域内廃棄
物の処理に係る設計及び発注支援等業務
岡山工場用排水処理設備工事（設計・
施工）監理業務
荒田川（低濃度PCB廃棄物及びPCB含
有土砂処分施工計画等検討業務）委託

桑名市源十郎新田事案現場施工監理

富沢衛生センター基幹的設備改良工
事施工監理業務
最終処分場建設に係る調査設計等業
務委託
西いぶり広域連合新中間処理施設設
計・建設モニタリング業務
下北地域新ごみ処理施設整備事業に
係る設計監理及び工事監理業務委託
新大曲仙北広域中央し尿処理セン
ター施設整備に係る基本計画等策定
ごみ処理基本計画等策定及び精密機
能検査業務
東白衛生組合汚泥再生処理センター整
備工事に係る設計及び施工監理業務
有機性廃棄物リサイクル推進施設（し尿処理施
設）整備・運営事業建設工事に係る監理業務委託
ごみ処理施設整備・運営事業　設計・
施工監理等業務

ごみ焼却施設発注支援業務委託

中間処理施設実施設計等業務委託

新ごみ焼却施設等整備に係る基本計
画策定他業務委託
上伊那広域連合焼却施設解体工事支
援及び監理業務

施設整備に係るアドバイザー業務

橋本周辺広域ごみ処理場リサイクル
施設復旧施工監理委託業務
新ごみ処理施設整備基本計画策定等
その１業務
汚泥再生処理センター施設整備基本
計画策定・新施設管理運営調査業務
八女西部広川最終処分場閉鎖対策実
施設計業務
エネルギー回収型廃棄物処理施設運営・建
設事業に伴う設計施工監理業務委託業務
次期ごみ処理施設整備及び運営事業
に係る事業者選定アドバイザリー業務
浸出水処理施設建設工事発注支援業
務
最終処分場建設工事に係る施工監理
業務
産業廃棄物管理型最終処分場詳細設
計及び地質調査業務委託
駒岡清掃工場更新事業設計・施工監
理業務
三沢市ごみ焼却施設建設工事　設計
施工監理業務委託

八戸市ごみ処理基本方針等検討業務

作業計画策定　各種運営支援　事業推進に向けて必要な地図等
の更新支援

岡山工場の排水処理設備工事における設計・施工監理

低濃度PCB含有土砂の適正処分事業に係る施工計画等検討

現場施工監理　現場施工監理に関するとりまとめ　残油対策設計

富沢衛生センターの基幹的設備改良工事における施工監理

一般廃棄物最終処分場基本計画・設計　生活環境影響調査　測
量　地質調査　
エネルギー回収型廃棄物処理施設（施設規模 ：149t/日（74.5t/24h
×2 炉））　マテリアルリサイクル推進施設（施設規模 ：32t/日（5h））

設計監理　工事監理　試運転対応　交付金申請関連支援

基本計画策定　PFI導入可能性調査検討

ごみ処理基本計画策定及びごみ処理施設精密機能検査

汚泥再生処理センター施工監理

し尿処理施設整備・運営事業建設工事に係る監理

ごみ焼却施設設計及び施工監理

ごみ焼却施設発注支援

中間処理施設の整備・運営事業（DBO方式）における発注者支援

新ごみ焼却施設等整備基本計画策定  DBO等導入可能性調査　
新ごみ焼却施設等整備業者選定

ごみ焼却施設解体工事監理

施設解体・新工場の整備事業の技術的な支援

設計監理・施工監理　一般廃棄物処理施設（橋本周辺広域ごみ処
理場リサイクル施設） 46.4ｔ/日
新ごみ処理施設整備における基本計画の策定及び事業手法の検
討

施設整備基本計画策定　新施設管理運営調査

設計準備　最終処分場閉鎖対策実施設計

エネルギー回収型廃棄物処理施設運営・建設事業設計施工監理及
びモニタリング

次期ごみ処理施設整備・運営に係る事業者選定アドバイザリー
　
浸出水処理施設建設工事発注支援

最終処分場施工監理

土木施設詳細設計　林地開発許可申請書作成　ボーリング　解
析調査等

駒岡清掃工場更新事業建設工事に係る設計・施工監理

ごみ焼却施設建設工事における設計施工監理及び管理運営に関
する支援
業務計画書の作成　目標の設定　現状分析　課題抽出　情報収
集　課題解決策（モデル処理システムの抽出）　今後の見通し検討

宮城県仙台市

秋田県北秋田市

茨城県水戸市

栃木県宇都宮市

栃木県壬生町

埼玉県さいたま市

埼玉県所沢市

埼玉県所沢市

神奈川県藤沢市

神奈川県茅ヶ崎市

福井県敦賀市

長野県松本市

岐阜県岐阜市

静岡県浜松市

愛知県豊橋市

京都府京丹後市

大阪府池田市

奈良県生駒市

島根県出雲市

島根県隠岐の島町

岡山県津山市

福岡県大任町

佐賀県鳥栖市

長崎県南島原市

長崎県長崎市

熊本県熊本市

大分県中津市

鹿児島県鹿児島市

鹿児島県霧島市

中間貯蔵・環境安全事業
株式会社

（旧）西田中工場解体工事監理業務

北秋田市し尿処理施設建設工事設計
施工監理業務
水戸市一般廃棄物第三最終処分場埋
立施設建設工事監理業務
新最終処分場第2エコパーク建設工
事設計監理・施工監理業務
清掃センター基幹的設備改良工事に
係る発注仕様書作成等業務委託
さいたま市サーマルエネルギーセンター
整備事業設計工事モニタリング業務
第２一般廃棄物最終処分場基本設計
策定等支援業務
所沢市一般廃棄物減量方策検討業務
委託
石名坂環境事業所整備基本構想策定
委託
茅ヶ崎市環境事業センター粗大ごみ処理
施設整備・運営事業発注支援業務委託
新清掃センター整備に係る施設基本
計画及び発注支援等業務
松本市エコトピア山田再整備全体基本
計画策定・廃棄物移設設計業務委託
岐阜市リサイクルセンター施設建設工
事に伴う設計施工監理業務
平和最終処分場埋立地移行に係る施
設整備計画及び設計業務
ごみ処理施設整備・運営に係る事業者
選定支援業務
新最終処分場整備事業に係る循環型社会
形成推進地域計画及び基本計画策定業務
池田市クリーンセンター基幹的設備
改良工事に係る工事監理業務
生駒市清掃センター基幹的設備改良
事業に係るアドバイザリー業務
出雲市次期可燃ごみ処理施設建設運
営事業　設計施工監理業務
島後清掃センター基幹的設備改良整
備事業に係る発注支援業務
津山市ごみ焼却場等解体撤去工事第
2期実施設計修正業務
大任町汚泥再生処理センター建設工
事に係る設計・施工監理業務委託
マテリアルリサイクル(再資源化)推進
施設建設候補地選定業務
ごみ処理施設年次点検補修工事設計
施工管理業務
新東工場施設整備事業計画作成等業
務委託
秋津浄化センタープラント施設その他
解体工事施工監理業務委託
中津市クリーンプラザ基幹的設備改
良工事に係る発注支援　委託業務
鹿児島市北部清掃工場ごみ焼却施設基
幹的設備改良工事発注支援業務委託
霧島市ごみ処理施設整備事業者選定
支援（アドバイザリー）業務委託
中通り地域輸送工事監督支援補助業
務

ごみ焼却施設解体工事監理

し尿処理施設工事設計監理及び施工監理

一般廃棄物第三最終処分場埋立施設建設工事監理

一般廃棄物最終処分場建設工事における設計・施工監理

壬生町清掃センター基幹的設備改良工事に係る発注仕様書等の
作成及び基幹改良工事の事業者選定に関する技術支援

サーマルエネルギーセンター整備事業における設計及び施工監理

所沢市第2一般廃棄物最終処分場の基本設計等  被覆型最終処分
場基本設計  循環型社会地域計画改訂  地質調査  搬入搬出路検討
家庭系ごみ有料化の実施計画策定　有料化のための調査　有料
化に向けての支援　戸別収集導入可能性調査
施設規模の設定及びごみ処理計画の見直し・ごみ処理シミュレーション
耐震劣化診断調査　可燃性大型ごみ破砕施設の更新方法の検討
事業者募集・選定方法の検討　実施方針の作成及び公表の支援
特定事業の選定及び公表の支援　事業者募集に係る支援
一般廃棄物処理施設基本計画　DBO方式等導入調査　一般廃
棄物処理施設発注支援等作成

エコトピア山田再整備全体基本計画策定　既存廃棄物移設設計

リサイクルセンター施設建設工事に伴う設計施工監理及び実施設
計監理

最終処分場計画変更および浸出水処理設計

ごみ焼却施設発注支援

循環型社会形成推進地域計画策定　新最終処分場施設整備基本
計画策定

基幹的設備改良工事設計監理及び施工監理

長寿命化総合計画策定　基幹的設備改良事業及び長期包括運営
業務に係る事業者選定支援　基幹的設備改良事業基本計画策定

ごみ焼却施設設計施工監理

島後清掃センター基幹的設備改良整備事業における発注支援

解体撤去工事実施設計修正

汚泥再生処理センター設計・施工監理

建設候補地の選定に係る基本方針等の整理　建設候補地の選定
に係る調査・整理　関係組織の運営支援

ごみ処理施設年次点検補修工事設計及び施工管理

施設整備事業計画の作成　整備運営事業者の選定に向けた資料
の作成

秋津浄化センタープラント施設における解体工事施工監理

クリーンプラザにおける基幹的改良発注者支援

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事発注支援

事業者選定支援（ストーカー方式 140ｔ/日）　事業スキーム及び
事業者選定方式並びに予定価格等の検討
品質・工程・安全管理に係る支援　施工に係る支援　設計変更に
係る支援　教育訓練資料作成等　実施内容の取りまとめ
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地質・地盤

発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省
仙台河川国道事務所
国土交通省
山形河川国道事務所
国土交通省
国土技術政策総合研究所
国土交通省
日光砂防事務所

国土交通省関東地方整備局

国土交通省

国土交通省北陸地方整備局
河川部
国土交通省
福井河川国道事務所
国土交通省
長野国道事務所
国土交通省
松本砂防事務所
国土交通省
富士砂防事務所
国土交通省
沼津河川国道事務所
国土交通省
名古屋国道事務所
国土交通省
中部技術事務所
国土交通省
紀勢国道事務所
国土交通省
浪速国道事務所
国土交通省
近畿技術事務所
国土交通省
豊岡河川国道事務所
国土交通省
紀伊山地砂防事務所
国土交通省
和歌山河川国道事務所
国土交通省
鳥取河川国道事務所
国土交通省
倉吉河川事務所
国土交通省
浜田河川国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
広島西部山系砂防事務所
国土交通省
山陰西部国道事務所
国土交通省
徳島河川国道事務所
国土交通省
四国山地砂防事務所
国土交通省
香川河川国道事務所
国土交通省
香川河川国道事務所

本吉地区地質調査

村山地区杭基礎検討業務

大規模斜面崩壊を含む地震時斜面崩
壊危険度評価手法の作成・検証業務
日光砂防管内砂防施設地質調査業務
（その2）
関東地方整備局管内における土砂災
害発生危険度評価手法検討業務

千葉圏央道水文他調査検討業務

大規模土砂移動検知システム運用管
理業務

中部縦貫自動車道他水文調査業務

諏訪バイパス水文環境影響評価調査
業務
大規模斜面対策施設維持管理検討業
務

富士山火山砂防啓発検討業務

東駿河湾（岡宮愛鷹）橋梁地質調査業
務

名古屋国道管内防災点検業務

中部地方整備局管内三重南地区道路
防災業務

紀勢国道管内道路防災点検設計業務

大阪湾岸道路西伸部和田岬地区地質
業務
トンネル工事岩判定資料とりまとめ業
務
豊岡道路（2期）岩井地区他地質調査
業務

紀伊山地天然ダム等危険度調査業務

有田海南道路地すべり検討業務

志戸坂峠防災道路地質調査その2業
務
北条道路大栄地区地質調査総合解析
業務
福光・浅利道路水文調査計画検討業
務
岡山環状南道路東畦地区他軟弱地盤
対策工詳細設計業務

広島西部山系斜面観測業務

俵山・豊田道路俵山地区水文分析業
務

海部野根道路軟弱地盤解析検討業務

善徳、怒田・八畝地区地質調査業務

香川管内事前通行規制区間解除検討
業務

香川管内防災点検外設計業務

道路新設のための地質調査　ボーリング 26本 L=404m　孔内
水平載荷試験 7回　室内土質試験 10試料
長尺（L=50m）摩擦鋼管杭の載荷試験（長期・短期）　試験結果に
基づく支持力評価　設計の再検証
メッシュデータの整理　崩壊面積率の推定式の精度向上　斜面崩
壊の崩壊規模推定手法の作成　危険度評価手法の検討

ボーリング 15本 120m　標準貫入試験 120回　解析等調査 1式

適用性の検討　適用条件の整理　土砂災害危険度検討対象地域
6地域　危険度評価システム・技術の事例整理
現場管理　観測資料とりまとめ　提案事項の検討　工事影響判
断
システムの維持管理　システムの管理及び運用上の課題の整理
と改善案の検討
河川流量観測調査　地下水位観測調査　降水量調査　水質観測
調査　簡易水質測定　自記水位計撤去
環境アセス準備書作成のための水文調査及び水質分析 1式　ボー
リング 2本
緊張力計測し　荷重計の計測頻度　管理基準検討　斜面対策工
の状況把握　維持管理基準　点検
土砂災害・火山砂防事業啓発対策の検討　防災教育コンテンツ制
作　HP・パンフレットの多言語化
ボーリング L=189m　岩盤ボーリング L=198m　標準貫入試
験 387回　室内岩質試験 1式　解析等調査
防災カルテ点検 316箇所　梅雨前点検 43箇所　再評価 148箇
所　盛土部詳細調査 1箇所　特定土工構造物 34箇所
安定度調査（現地調査を含む） 1式　防災カルテ作成（現地調査を
含む） 1式　一般構造物設計 1式
防災カルテ点検 1式　道路土工構造物点検 1式　道路防災ドク
ター診断 1式　異常時点検 1式　防災設計 1式
ボーリング 15本 L=712m　サンプリング 15本　標準貫入試験
試験 732回　室内土質試験 1式　総合解析・CIM 1式
トンネル岩判定及び診断資料作成 105回　トンネル岩判定基準
改訂案の作成 1式
ボーリング 361m　標準貫入試験 1式　プレッシャーメータ試験 
1式　室内試験　観測孔設置 1式　総合解析 1式
天然ダム水位予測計算 2066時間　砂防堰堤沈下量計測 2基 1回
既存観測機器の点検・維持管理・データ収集 7地区 14回 
ボーリング 12本 120.5m　地すべり観測 6孔　地盤特性検討 
3箇所　機構解析 3ブロック　準三次元地すべり安定解析 1業務 
弾性波探査（発破法） L=2.6ｋｍ　ボーリング L=35ｍ　標準貫
入試験 35回　総合解析 1式
ボーリング 17本 L=576m　解析等調査 32本　地質リスク評
価検討 1式　後続調査計画の立案 1式

影響予測解析 7.1ｋ㎡　水文調査計画策定 1式　水文環境調査 1式

軟弱地盤技術解析 7断面　方変位影響検討 7断面　軟弱地盤対
策工詳細設計 1式
斜面観測 １式　斜面観測データの整理 １式　Web観測施設構築
（荒谷地区） 1式 
影響予測モデルの作成　影響予測結果の解析　各水源地への影
響評価手法の検討　地表地質踏査　水文地質踏査

軟弱地盤技術解析 1式

ボーリング　挿入式孔内傾斜計保孔管設置　アンカーリフトオフ
試験

事前通行規制区間解除検討 1式

防災カルテ点検 1式　異常時点検 43箇所　道路土工構造物点検 
10箇所　法面工予備設計 1箇所　落石防護柵詳細設計 15箇所

国土交通省
土佐国道事務所
国土交通省
佐賀国道事務所
国土交通省
長崎河川国道事務所
国土交通省
宮崎河川国道事務所

環境省大臣官房

中日本高速道路株式会社
八王子支社
西日本高速道路株式会社
関西支社京都高速道路事務所
西日本高速道路株式会社
愛媛高速道路事務所

福島県県南建設事務所

東京都財務局

東京都総務局八丈支庁

岐阜県岐阜土木事務所

静岡県静岡土木事務所

奈良県五條土木事務所

和歌山県日高振興局

島根県
松江県土整備事務所

岡山県備前県民局

広島県西部農林水産事務所

山口県
萩土木建築事務所
徳島県西部総合県民局
県土整備部三好庁舎
愛媛県南予地方局
八幡浜支局
高知県幡多土木事務所
宿毛事務所

熊本県土木部

沖縄県中部土木事務所

北海道札幌市

秋田県秋田市

神奈川県横浜市

岡山県津山市

鹿児島県鹿児島市

沖縄県宮古島市

南国安芸道路水文調査業務

鳥栖久留米道路外地質調査業務

長崎497号佐々3号橋地質調査業

東九州道地すべり解析外設計業務

茨城県神栖市及び神奈川県平塚市に
おける地下水汚染状況調査等業務
中央自動車道（特定更新等）藤野PA
～上野原IC間土質調査
京都高速道路事務所管内のり面等補
修検討業務
松山自動車道中山スマートＩＣ水文調
査

路防災点検業務委託（道整・交付）

既設グラウンドアンカー保全策要領検
討委託
三根地区急傾斜地崩壊防止施設補修
工事に伴う詳細設計（その2）
荒田川　PCB保管管理施設試掘調査
業務
口坂本№2地すべり対策に伴う地す
べり調査業務委託（計器観測）

龍神十津川線　詳細設計業務委託

御坊中津線道路災害復旧設計業務

安来港廃棄物護岸 南護岸測量調査設
計業務委託
河川激甚災害対策工事（地質調査　
芳野橋）
県営ため池等整備事業　西部地域第
2耐震性点検業務（詳細）
一般県道萩長門峡線トンネル地方道工
事に伴う調査設計業務委託　第１工区
三土　柴川左岸地すべり　三・山城柴
川　地すべり調査業務
地すべり防止施設長寿命化計画策定
業務
春遠ダム（春遠第1ダム）ダムサイト地
質解析委託
県内大規模盛土造成地変動予測調査
業務（その1）委託
中頭東部地区地すべり対策優先度評
価検討業務委託
道道西野真駒内清田線（盤渓北ノ沢ト
ンネル）地下水影響検討業務
秋田市大規模盛土造成地変動予測調査
業務委託（第二次スクリーニング計画）
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業　
第二次スクリーニング調査解析業務委託
津山市ごみ焼却場土壌汚染状況調査
業務委託
鹿児島市大規模盛土造成地変動予測
調査業務委託（その4）

地下水保全調査業務

水収支及び水源調査 1式  解析等調査 1式

ボーリング　サンプリング　サウンディング及び原位置試験　室
内土質試験　総合解析　解析等調査　解析等調査  解析等調査
ボーリング 180ｍ　標準貫入試験 1式　プレッシャーメータ試験 
1式　室内土質試験 27試料　総合解析 1式
地下水低下効果を踏まえた安全率の検討　頭部排土工修正設計
法面予備設計　事業進捗管理・更新　検討会資料作成

地下水モニタリング結果の整理・検討 1式

ボーリング 約280ｍ　機械式簡易ボーリング 約20ｍ　標準貫入
試験 約260回　地下水位観測（自記水位計設置） 約15箇所
ボーリング 30ｍ　地下水位観測 1式　岩石試験 1式　附帯工設
計 1式　測量 1式
地下水観測　河川水量調査　井戸水量調査　簡易水質測定　水
質分析試験 1式　水文総合解析　水文調査計画案 1式
防災カルテ更新　データ入力　調査内容の審査　道路パトロー
ル点検箇所の選定

既設グラウンドアンカー要領検討 1式

対策工の補修・更新詳細設計　鉄筋挿入工　効率的な補修の実施
コアルミキャップ等への頭部部材交換の計画・詳細設計

試掘調査 9箇所　土質調査 1式　環境分析 1式

自記水位計観測 80回　孔内傾斜計観測 8回　傾斜計観測 8回  
伸縮計観測 128回　パイプ歪計観測 48回　移動杭観測 24回

法面予備設計 1式　アンカー付場所打ち法枠設計 1式

法面工予備設計 1箇所　アンカー付場所打法枠詳細設計 1箇所
落石防止網詳細設計 1箇所
ボーリング　サウンディング調査　解析等調査　各1式　路線測
量 0.12km　予備設計 1式
ボーリング 3本 L=101.0ｍ　標準貫入試験 72回　解析等調査 
1式　軟弱地盤技術解析 1式

ボーリング 27本　横断測量 11箇所　ため池耐震 11池

覆工レーダー探査 3測線×211.0m=633.0m　空洞確認調査 9箇所　変
状展開図作成　解析とりまとめ　トンネル健全度判定　トンネル補修設計
地すべり調査（調査ボーリング 2本 L=35m　孔内傾斜計観測 
71回　水位計観測 65回　機構解析 1式　安定解析 1式）
地すべり防止施設長寿命化計画策定 5地区　豊之浦地区、小島地
区、名取西地区、黒碆地区、釜木地区

春遠第1ダムダムサイト地質解析 1式

大規模盛土造成地の位置と規模の把握 A=160k㎡　1次スクリー
ニング（19市町村） 88箇所　 大規模盛土造成地マップ作 19面
基礎情報の収集整理　地すべりブロックの抽出　地すべり被害想
定　地すべり対策優先度評価
ボーリング　地下水影響検討（現地踏査資料検討 総合水文地質
解析 三次元地下水浸透流解析 水源の影響判定）
調査優先度評価法の検討　社会条件・保全対象・造成年代の調査　簡
易安全性評価地盤調査箇所の選定　大規模盛土造成地カルテの作成
地下水位観測孔撤去　地下水観測　解析等調査業務　滑動崩落
による影響範囲の検討　対策工法の検討及び概算工事費算出

土壌汚染状況調査（ボーリング 試料採取 とりまとめ） 1式

予測調査 49箇所（第二次スクリーニング計画の作成・現地踏査・
第二次スクリーニング優先度評価・宅地カルテの作成）
ボーリング調査 15本 350m　塩水化状況調査 15箇所　地下水観測 
23箇所 12回　揚水試験孔設置 1箇所　既設井戸揚水試験 1箇所
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測量・補償

発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要 発　　注　　者 業　　　務　　　名 業　　　務　　　概　　　要

国土交通省函館開発建設部
函館農業事務所
国土交通省
仙台河川国道事務所
国土交通省
福島河川国道事務所
国土交通省
郡山国道事務所
国土交通省
常陸河川国道事務所
国土交通省
江戸川河川事務所
国土交通省
飯田国道事務所
国土交通省
沼津河川国道事務所
国土交通省
北勢国道事務所
国土交通省
京都国道事務所
国土交通省
福知山河川国道事務所
国土交通省
舞鶴港湾事務所
国土交通省
浪速国道事務所
国土交通省
淀川河川事務所

国土交通省大阪航空局

国土交通省
兵庫国道事務所
国土交通省
豊岡河川国道事務所
国土交通省
姫路河川国道事務所
国土交通省
奈良国道事務所
国土交通省
紀伊山系砂防事務所
国土交通省
紀伊山系砂防事務所
国土交通省
鳥取河川国道事務所
国土交通省
鳥取河川国道事務所
国土交通省
浜田河川国道事務所
国土交通省
岡山国道事務所
国土交通省
岡山河川事務所
国土交通省　高梁川・小田川
緊急治水対策河川事務所
国土交通省
太田川河川事務所
国土交通省
広島西部山系砂防事務所
国土交通省
山口河川国道事務所

今金南地区外 １地区　瑞穂工区外工
損調査等業務

岩沼倉庫敷地用地測量業務

阿武隈川上流本宮・郡山地区外定期
横断測量

会津防災事業認定申請図書作成業務

大場遊水地用地調査等業務（その1）

江戸川堤防強化用地調査等業務

三遠南信道胡桃沢工事用道路用地調
査業務
沼津河川国道管内用地測量・建物等
再算定業務
一般国道475号いなべ地区用地調査
業務
国道171号五条本交差点改良事業物
件調査等業務

312号大宮峰山道路他土地評価業務

舞鶴港和田地区道路（上安久線）物件
調査等業務
清滝生駒道路高山地区他物件調査等
業務
阪神なんば線淀川伝法地区他用地調
査点検等技術業務
福岡空港制限表面に係る障害物件
（送電線路）の補償費算定調査業務
176号名塩道路他物件関係用地調査
点検等技術業務

国道9号北部防災測量業務

国道29号姫路北バイパス下伊勢地区
物件調査等業務
大和御所道路小槻他地区物件調査業
務

栗平川他用地測量等業務

木津川水系（三重）砂防施設ＵＡＶ測
量業務

殿ダム測量外業務

鳥取西道路（鳥取市桂見外）費用負担
説明等業務
江の川川越地区外事業認定申請図書
作成業務

岡山国道敷地調査業務

高梁川漁業補償調査等業務

小田川服部地区外用地調査等業務

安芸南部山系家屋調査業務

安芸南部山系砂防堰堤呉市焼山地区
外用地調査等業務

長門地区敷地調査外業務

家屋事前調査　木造建物調査 8棟　家屋事後調査　非木造建物
調査 2棟　振動調査 10地点
登記記録調査・権利者調査 0.15ha　境界確認・境界測量 0.15ha
用地境界杭設置　面積計算・用地平面図作成 0.15ha
河川深浅測量 （3m以上） 16測線　（3m以下） 118測線
音響測深機（ナローマルチビーム）による計測
事業認定申請図書作成 1式　資料の収集及び作成　調書等の作
成　添付図面の作成
公図等の転写・土地の登記記録調査・権利者確認調査・公図等転写
連続図作成・境界確認 26万㎡　附帯工作物調査算定 10箇所
用地測量 35ha　建物調査（木造調査算定 2棟、付帯工作物調査
算定農家 1戸）　移転費用算定 1戸　1所有者
用地測量 A=1.87万㎡　立竹木調査（用材林 2.2千㎡、収穫樹 
1.6千㎡）
用地測量 A=0.4万㎡　建物等の調査　営業その他の調査　再
算定 各1式
用地測量 A=4.06万㎡　用地調査（附帯工作物 2戸　立竹木調査 
A=1.83千㎡　立竹木調査Ａ=0.5千㎡　墳墓調査 10㎡/箇所）
調査算定（非木造建物 1棟　附帯工作物 7箇所　営業 1事業所
移転工法案の検討1式）
地域区分及び標準地選定 3業務　標準地価格の算定 5標準地　
各画地の評価格算定 15画地
調査算定（木造建物 2棟　非木造建物 1棟 附帯工作物 2戸 1箇
所　営業 2事業所）

建物等の調査 1式　営業その他の調査 1式　消費税等調査 1式

再算定 1式　調査点検等技術業務 1式

補償額の積算点検（鉄塔26基及び電線6.4km、関連工作物の撤
去等）
建物等の調査 1式　営業その他の調査 1式　消費税等の調査 1式
再算定業務 1式　用地調査点検等技術業務 1式

基準点測量 1式　現地測量 1式　路線測量 1式　深浅測量 1式
　
土地利用履歴等調査 0.3万㎡　調査算定（木造建物 12棟、非木
造建物 1棟、機械設備 1事業所、営業調査 6事業所）
事前調査 木造建物A 70㎡以上300㎡未満 40棟　非木造建物
イ 200㎡未満 6棟

用地測量 A=11.55万㎡
  
基準点測量（3級、3級） 1式　三次元点群測量 0.31k㎡　砂防
施設（遊砂地）の効果量検討 1式　
4級基準点 50点　河川定期横断 14本　ダム深浅測量 8測線
（ナローマルチビーム探査）　堤体変位観測 1式
概況ヒアリング 57権利者　説明資料の作成 57権利者　費用負
担説明 55権利者
事業認定申請図書作成 1業務（相談用資料 700m　申請図書作
成 6.5km）

敷地調査 1式　基準点測量 1式　用地測量 1式
　
漁業の実態及び漁獲高、市場流通経路の実態等調査　損失補償
額の積算
用地測量 3.82ｈａ　建物等の調査算定（木造建物 8棟　非木造建
物 5棟　附帯　工作物 8戸　独立工作物 16箇所　墳墓 42.3㎡）
家屋事前調査（建物 181棟　工作物 4箇所）水準調査 2.42km
（利水調査）井戸台帳作成 39箇所　定期水位観測 7箇所

用地測量 10万㎡　用地調査　立竹木調査算定 １千㎡

１級基準点測量 4点　4級基準点測量 138点　用地境界確認・境
界復元測量等 2.7km　用地境界杭 546本　管理境界杭 87本

国土交通省
徳島河川国道事務所
国土交通省
那賀川河川事務所
国土交通省
香川河川国道事務所
国土交通省
松山河川国道事務所
国土交通省
肱川緊急治水対策河川事務所
国土交通省
中村河川国道事務所
国土交通省
福岡国道事務所
国土交通省
熊本河川国道事務所
農林水産省南近畿土地改良
調査管理事務所

首都高速道路株式会社

東日本高速道路株式会社
千葉工事事務所
首都高速道路株式会社
神奈川建設局
西日本高速道路株式会社
新名神京都事務所
西日本高速道路株式会社
愛媛高速道路事務所
西日本高速道路株式会社
佐世保工事事務所
西日本高速道路株式会社
大分高速道路事務所
西日本高速道路株式会社
鹿児島高速道路事務所

秋田県平鹿地域振興局

千葉県
木更津区画整理事務所

福井県奥越土木事務所

長野県長野建設事務所

岐阜県大垣土木事務所

三重県尾鷲建設事務所

滋賀県東近江土木事務所

岡山県土木部

岡山県備前県民局

山形県
最上広域市町村圏事務組合

神奈川県横浜市

静岡県富士市

高知県高知市

福井道路（馬路地区）外用地調査等業
務

小見野々ダム用地検討業務

豊中観音寺拡幅（4-1工区外）用地調
査等業務
今治道路事業認定相談用資料作成業
務
玉川・只越堤防事業認定事前相談用
資料作成業務
佐賀大方道路（坂折地区）用地調査等
業務

春吉橋建物調査外業務

国道57号宇土道路網津地区外事業
損失事前調査業務
十津川紀の川直轄管理事業流量観測
及び堆砂量測定業務

新大宮上尾道路建物等調査（その9）

東京外環自動車道 須和田・菅野地区
用地補償算定業務
高速横浜環状北西線農作物の影響調
査及び費用負担算定等業務
新名神高速道路　庭井地区他家屋事
前調査

松山自動車道　東温地区家屋事前調査

佐世保道路　褥崎地区家屋事前調査
業務
東九州自動車道　前田地区家屋事前
調査業務
隼人道路 清水川橋漁業補償調査積算
業務

事業認定申請図書等作成業務委託

県単金田西地区整備業務委託（画地
確定測量その2）

道路改良工事　物件調査業務委託

社会資本整備総合交付金（道路）事業
に伴う物件調査業務
県単　道路新設改良事業　裁決申請
図書等作成業務委託
都市計画道路尾鷲港新田線街路（墳
墓等調査）業務委託（その2）
近江八幡竜王線他補助道路整備調査
委託

高梁川水系小田川等測量業務

公共　河川工事（航空レーザ測量　
その1）
リサイクルプラザもがみ　最終処分場
残余容量等調査業務委託
主要地方道横浜鎌倉（鍛冶ヶ谷地区）
ほか１路線電線共同溝測量委託

富士川左岸緑地補償説明業務委託

春野漁港保全計画水域施設測量委託
業務

用地測量 1式　建物等の調査 1式　営業その他の調査 1式

権利調査 1式　第１用地アセスメント 1式

木道建物A調査・算定 1棟　非木造建物B調査算定 6棟　機械設備A 3事
業所　営業D 2事業所　営業E 1事業所　動産調査 1戸 4店舗 2事業所
事業認定申請図書作成 1式　資料の収集及び作成　調書等の作
成　添付図面の作成

事業認定相談用資料作成 1式

用地測量 1式　建物等の調査 1式

（再算定）機械設備 1事業所　附帯工作物 4箇所　営業 1事業所　消費税
等 1事業所（家屋事前調査）木造建物 4棟　非木造建物 2棟　水準測量
建物の登記記録の調査 4戸　居住者に関する調査 7世帯　家屋
事前調査（木造建物 9棟　非木造建物 9棟）　水準測量 0.6㎞  

流量観測 1式　堆砂量測定

建物等調査 1式　移転補償額の算定 1式

補償算定業務（木造建物 93棟　非木造建物 15棟　工作物 2箇
所）　被害内容説明・費用負担申出書作成 110権利者
果樹園等への日照阻害に伴う農作物の影響調査、費用負担算定及
び説明補助（梨園 3箇所　水稲 5箇所　畑 10箇所）
家屋事前調査（建物 26棟　工作物 9箇所）　家屋事後調査（建
物 4棟）　費用負担額の算定（建物 4棟）
松山自動車道　東温スマートＩＣ工事に伴う家屋等への影響を把握
するため調査
木造建物A 8棟　木造建物C 11棟　非木造建物調査 1棟　非
木造建物ハ 3棟　工作物 1箇所

木造建物 約40棟　非木造建物 約10棟　その他工作物 3箇所

漁業協同組合等実態調査　アンケート調査表等　市場等流通経
路調査　調査結果　解析・補償額算定 1式

事業認定相談用資料作成 1式　道路環境調査 1式

4級基準点測量 25点　画地確定測量（設置） 95本　画地境界杭設
置 110本　画地確定図作成 25画地　画地確定測量（計算） 2.5ha
木造建物調査 1棟　非木造建物調査 9棟　機械設備調査・附帯
工作物調査・動産調査・移転工法案検討 1事業所
非木造建物A 1棟　非木造建物B 5棟　照応建物の設計案の作成等 
1案　建物等の残地移転要件の該当性の検討 1権利者　機械設備
裁決申請図書等の作成 2件　明渡裁決申立書等の作成 2件　
35条調査業務 2業務　36条署名押印業務 2業務

墳墓等の調査（墳墓D）調査面積 2,850㎡　調査墓石数 1,438基

建物調査 2棟　工作物調査 4設備　敷地使用実態の調査 8,095㎡

河川測量（UAVレーザー計測） A=0.5k㎡

河川測量（UAVレーザー計測） A=0.31k㎡

4級基準点測量 6点　UAVレーザー計測 1式

調整用基準点測量（4級基準点 79点等）　三次元測量（車両搭載型MMS 
3.8km）　三次元点群データ作成 3.8㎞　平面図作成 0.095k㎡

用地補償説明 10家系 242権利者

マルチビーム測深（港内港外） 0.426k㎡
汀線測量 11断面（縦断 0.4㎞　横断 1.0km）
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国土交通省総合政策局
官民連携政策課

国土交通省大阪航空局

群馬県館林土木事務所

石川県環境部

静岡県警察本部

京都府港湾事務所

広島県警察本部

徳島県県土整備部

大分県土木建築部

山形県
山形広域環境事務組合
和歌山県
橋本周辺広域市町村圏組合

北海道札幌市

北海道札幌市

北海道千歳市

北海道旭川市

岩手県宮古市

岩手県山田町

岩手県盛岡市

山形県酒田市

茨城県坂東市

栃木県太平町

栃木県真岡市

栃木県宇都宮市

栃木県宇都宮市

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市

埼玉県さいたま市

埼玉県戸田市

埼玉県所沢市

被災地復興のための官民連携による
仮設コミュニティ形成検討
岩国飛行場駐車場営業者選定に関す
る検討調査業務
つつじが岡公園リニューアルに係る
PFI等民間活力導入可能性調査
犀川左岸流域下水道他維持管理の評
価・調査業務
中部運転免許センター整備事業PFI
アドバイザー業務

重要港湾舞鶴港　港湾効果促進業務

（仮称）広島県東部運転免許センター
整備に伴うアドバイザリー業務
R1高規　大鳴門橋自転車道等設置
に関する整備手法等検討業務
鉄道残存敷利活用デザイン検討プロ
セス支援業務
山形広域清掃工場建設及び運営事業
に係るアドバイザリー業務
橋本周辺広域ごみ処理場運営管理業
者選定支援委託業務
駒岡清掃工場更新事業PPP/PFI導
入可能性調査業務
定山渓集客交流拠点施設整備に係る
経済効果等調査業務
道の駅リニューアル運営企画等調査
業務
東光スポーツ公園複合体育施設PFI
導入可能性調査業務
宮古市公共施設再配置計画（基本計
画）策定業務
官民連携によるコミュニティ拠点等整
備等事業に係る調査業務
（仮称）新盛岡バスセンター整備事業におけ
る公民連携事業導入可能性調査業務委託

酒田市公共施設適正化支援業務

地域利便施設整備に係る官民連携手
法検討業務委託
太平山南山麓広域交流拠点整備事業
手法検討調査業務委託
真岡市公共施設再配置計画策定業務
委託
（仮称）平出町トランジットセンター
ゾーン整備に関する事業化支援業務
一条中学校跡地民間提案施設整備事
業における事業者選定支援業務
さいたま市東楽園再整備基本計画策
定・ＰＦＩ等導入可能性調査業務
中央区役所周辺の公共施設再編方針
検討業務
桜木駐車場用地活用事業者公募要項
等検討業務
公共施設マネジメント計画・第2次アク
ションプラン策定支援業務
上戸田福祉センター再整備基本計画
策定業務
（仮称）第2一般廃棄物最終処分場
PFI導入可能性調査業務委託

官民連携による仮設コミュニティ交流拠点の整備手法検討・事業化
検討

駐車場営業者の選定支援

公園リニューアルに係るPFI等の導入可能性調査検討

包括的民間委託のあり方に関する検討　リスク分担、契約約款（案）
の検討　民間事業者意向調査　包括的委託の経済性検討

静岡県中部運転免許センター整備事業に係るアドバイザリー

民間活力を導入したプレジャーボート係留施設の整備・運営に係る
事業内容・事業手法の検討

広島県東部運転免許センター整備事業に係るアドバイザリー

大鳴門橋自転車道等設置に関する整備手法等検討

鉄道残存敷の利活用を考慮した公園の段階的整備を踏まえた
PPP事業の導入可能性検討
実施方針の策定・公表に関する資料作成　業者の募集・選定・公表  
契約締結に係る支援　審査会の運営支援
広域ごみ処理施設（エコライフ紀北）の次期長期包括運営管理委
託の事業者選定支援（入札説明書等の公表、事業契約の締結等）

駒岡清掃工場更新事業におけるPPP/PFI手法の導入可能性調査

集客交流拠点施設の導入機能　事業スキーム　管理運営計画　
経済効果等の検討及び利用動向と民間事業者参入意向調査
道の駅サーモンパーク千歳のリニューアルに関する民間活力導入
可能性調査
ＰＦＩ導入可能性評価と検討（PFI方式の導入可能性評価・評価資料
の取りまとめ・課題の整理）
市民アンケート調査及び集計・分析　基本方針の策定　基本計画
案の策定　策定委員会等の運営補助
事業計画の策定　民間参入意向調査　事業規模の設定・資金調達
事業方式の整理　事業者選定方式の検討　

公民連携事業条件の整理　事業化プロセスの検討　全体調整

公共施設の適正化に向けた実施計画の作成　市民への広報　検
討組織の運営支援
圏央道に計画中の（仮称）坂東パーキングエリアに併設する地域
利便施設の整備に対する官民連携手法の検討
交流拠点施設（ワイナリー・野外バーベキューガーデン・宿泊設備・
体験設備等）の整備・運営におけるPFI手法の導入可能性検討
建築物系公共施設の計画的な再編・再配置（統廃合・複合化・廃止）
を推進するための公共施設再配置計画の策定
LRT沿線の新たな交通結節点となる、（仮称）平出町トランジットセ
ンターゾーンでの民間活力を活用した都市公園の整備事業の支援
定期借地方式による利活用に向けた民間事業者との対話型市場
調査及び公募資料（募集要項、借地権設定契約書等）の作成支援
隣接するサーマルエネルギーセンターの余熱等を活用する高齢者
福祉施設の再整備に関する基本計画の策定　
民間活力導入可能性調査の実施支援　ゾーニング案の精査　事業ス
キームの検討　概算事業費の算定　公共施設再編方針（素案）作成 
桜木駐車場用地の有効活用を図るための、公募型サウンディング
調査及び公募要条件等の検討、公募要項等の作成支援
第2次アクションプランの策定支援、広報戦略及びプランの進行管
理等に関する提案
計画条件の整理及び課題の抽出　基本計画案の作成　概算事業
費の算出　事業スケジュールの作成
事業方式の基礎調査　調査対象事業方式の抽出　事業スキーム
の検討　民間事業者の意向調査　経済性・事業方式の総合評価  

千葉県八千代市

千葉県浦安市

千葉県袖ケ浦市

東京都中央区

東京都あきる野市

神奈川県小田原市

神奈川県厚木市

富山県富山市

長野県佐久市

静岡県静岡市

静岡県静岡市

三重県桑名市

京都府舞鶴市

大阪府
岸和田市貝塚市清掃施設組合

兵庫県神戸市

奈良県橿原市

岡山県岡山市

岡山県赤磐市

岡山県真庭市

岡山県倉敷市

山口県光市

徳島県三好市

徳島県吉野川市

徳島県美馬市

香川県さぬき市

香川県まんのう町

愛媛県大洲市

愛媛県大洲市

福岡県大川市

長崎県長崎市

（仮称）学校給食センター東八千代調理場
整備に係るＰＦＩ導入可能性調査業務委託
浦安市PFI導入指針改定検討業務委
託
袖ケ浦市庁舎整備手法等検討調査委
託

公共施設等総合管理計画策定委託

武蔵五日市駅前市有地活用調査検討
業務
小田原市公共施設再編基本計画策定
業務委託
厚木市文化会館改修に係るPFI導入
可能性調査業務
富山市学校施設長寿命化計画策定業
務委託
温水利用型健康運動施設整備事業　
施設整備仕様書作成等業務
駿府城公園お堀の水辺活用（葵舟）民
間活力導入検討業務
民間活力導入検討による蒲原地区道
の駅検討業務
桑名市公共施設等総合管理計画更新
業務
舞鶴市公共施設再生基本計画策定調
査業務
第三次岸和田市貝塚市クリーンセン
ター運転管理業務の発注支援業務
新クリーンセンター（第11次）整備事
業支援業務
長期包括運営委託導入可能性調査業
務　
岡山学校給食センター（仮称）整備運
営PFI導入可能性調査業務委託
赤磐市公共施設等総合管理計画策定
支援業務
真庭市学校施設長寿命化計画策定支
援業務
倉敷市立大高小学校給食調理場及び校
舎整備工事DBアドバイザリー業務委託
光市三島温泉健康交流施設基本構想
策定及びPFI導入可能性調査
市営住宅三野芝生地区建替え事業施
策推進検討業務
吉野川市新ごみ処理施設整備に係る
基本設計支援業務
美馬市学校給食センター整備計画策
定支援業務
さぬき市公共施設再生基本計画作成
等支援業務
まんのう町中学校PFI手法導入可能
性事前調査
大洲市立長浜中学校施設整備事業
PFIアドバイザー業務
大洲市公共施設等総合管理計画改定
業務
大川市学校施設長寿命化計画策定業
務委託
新西工場整備運営事業アドバイザ
リー業務

学校給食センターＰＦＩ導入可能性調査

浦安市のPFI導入指針の改定検討

新庁舎の整備手法等検討

公共施設総合管理計画　施設の適正配置　地方公会計（固定資
産台帳）との整合性　GIS（地図情報システム）の構築
駅前市有地の土地利用に係る調査・検討　PPPを含む整備手法の
検討
施設の分析・評価　再編の方針・再編計画ロードマップ・の作成　
検討委員会との連携　関連する再編事業の支援業務
文化会館の中長期改修計画の作成及び民間活力の導入可能性調
査
学校施設長寿命化計画策定 1式（小学校 65校　中学校 26校　
幼稚園・認定こども園 9園）

佐久市温浴施設整備に係るDBO方式発注等事業支援

和船運航に関する民間活力導入検討および社会実験

導入機能・具体施設の検討　施設の需要予測・施設規模の検討　
施設配置の概略検討　管理運営に係る民間活力導入可能性検討

公共施設等総合管理計画更新

再生基本計画作成　公共施設再生基本計画作成　事業化に向け
た予備検討
事業者募集書類の作成　事業者選定　協定及び契約締結に係る
支援　運営時モニタリングの検討
熱回収施設の施設建設及び設備管理の事業者選定支援　各種入
札書類等作成支援・事業者選定委員会の運営支援

クリーンセンター及びリサイクル館の長期包括運営委託可能性調査

PFI導入可能性調査業務

公共施設等総合管理計画策定

学校施設（小中学校）の長寿命化計画（個別施設計画）の策定

DB方式による給食調理場及び校舎整備事業の事業者選定支援業務
（実施方針、募集要項、要求水準書等の作成、事業契約の締結支援等）
温泉源を利用した健康福祉を目的とする温浴施設事業を行うため
の基本構想策定　PFI導入の可能性調査検討

市営住宅建替え事業施策検討

新ごみ処理施設の整備・運営に係るPFI導入可能性調査及び事業
者選定支援
学校給食センター（2000食程度）のPFI導入可能性調査を含む整
備計画策定支援

公共施設再生基本計画作成

中学校建替事業のPFI導入可能性の概略検討

整備基本計画策定　VFMの再算定　公募資料等の作成選定審査
補助　事業契約締結補助　PFI活用指針の見直し
平成30年の豪雨災害等の影響や総務省の見直し指針を踏まえた
平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画の見直し

学校施設長寿命化計画策定

熱回収施設（焼却施設）の整備　運営事業（DBO）の施設整備計
画策定及びアドバイザリー
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国土交通省

環境省大臣官房

環境省大臣官房

環境省大臣官房

環境省大臣官房

モザンビーク国政府

ネパール国政府

ミャンマー国政府

東ティモール国政府

タンザニア国政府

タジキスタン国政府

ウガンダ国政府

ウガンダ国政府

ジンバブエ国政府

パラオ共和国政府

ウガンダ国政府

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

独立行政法人 国際協力機構

アフリカ諸国における道路インフラの維持管
理に関する課題解決に向けた調査・検討業務
インド タミル・ナドゥ州及びティルッチラーパッ
リ市のごみ焼却発電技術導入可能性調査
スリランカ西部州の資源回収施設建
設事業基礎調査
我が国循環産業の国際展開に資する
CO2削減技術効果検証委託業務
インドネシアにおける廃棄物処理施設
事業準備調査および制度改善等業務
モザンビーク国イレ～クアンバ間道路
橋梁整備計画
ナグドゥンガトンネル建設詳細設計・施
工監理

東西回廊改良工事設計・施工管理

東ティモール国モラ橋護岸計画

タンザニア国タザラ交差点改善計画

タジキスタン国ハトロン州ピアンジ県
給水改善計画

ウガンダ国グル市内道路改修計画

ウガンダ国カンパラフライオーバー詳
細設計/施工監理
ジンバブエ国南北回廊北部区間道路
改修計画DDSV
パラオ国新規廃棄物処分場建設計画
DD/SV
ウガンダ国西ナイル難民受入地域国
道改修計画詳細設計
レバノン国雇用創出のための道路改
修セクターローン準備調査
モザンビーク国ナカラ回廊道路網改
善事業準備調査
アフリカ地域北部回廊物流網整備モンバサ
ゲートシティ総合都市開発マスタープラン
パキスタン国カラチ市内国道5号線改
善計画準備調査
エチオピア国ジンマ-チダ間及びソド‐
サウラ間道路改修事業
ダルエスサラーム都市交通マスター
プラン改訂プロジェクト
タジキスタン国ピアンジ県・ハマドニ県
上下水道公社給水事業運営能力強化
タジキスタン国ハトロン州ピアンジ県
給水改善計画準備調査
ジンバブエ国ハラレ都市圏上下水セ
クターにかかる情報収集・確認調査
ジンバブエ国南北回廊北部区間道路
改修計画準備調査
コンゴ民主共和国道路維持管理能力
強化プロジェクト
ケニア国ナイロビ高架橋建設・道路拡
幅事業準備調査
ケニア国ナイロビ市都市開発マス
タープラン策定プロジェクト
ガーナ国国道8号線改修計画フェーズ
2準備調査

アフリカ諸国の舗装問題を中心とした道路インフラの維持管理に係
る具体の課題を取り上げ、解決のためのプロジェクト化を目指す調査
インド国ティルッチラーパッリ市及び周辺から集められる廃棄物約200～300t/
日を対象とした本邦竪型ストーカ式焼却炉を採用する事業の導入可能性調査
スリランカ西部州における都市ごみを対象とした資源物の選別及び有機
性廃棄物の堆肥化を行うプラント導入可能性を検討するための基礎調査
ベトナム国ホーチミン市における生ごみ循環システム構築するた
めの生ごみ分別計画（案）策定　事業性評価等
インドネシア国における廃棄物発電施設整備事業の詳細FS調査及
び事業実施に必要な法制度・ガイドライン整備、制度改革の支援業務
イレ～クアンバ間の13橋梁の新設・架け替えに係る詳細設計　施
工監理
カトマンズ～インドを結ぶ幹線道路の線形改良に係る詳細設計・施
工管理（L=5.45km　トンネル区間：2.35km）
東南アジア東西回廊におけるミャンマー側モン州における各延長
約1kmの橋梁（3工区）の詳細設計　工事調達　施工監理
既存モラ橋の橋脚及び橋台の洗掘防止及び護岸整備に係る詳細
設計　施工監理
ダルエスサラーム市タザラ交差点の立体交差化事業に係る施工
監理
ハトロン州ピアンジ県における給水施設整備（井戸 送・配水管 高
架水槽等）に係る詳細設計　施工監理
グル市内道路改修（河川渡河構造物を含む、車道舗装および歩道
舗装、排水：対象路線総延長：6.37Km）の詳細設計　施工監理
セントラルカンパラ南東部北部回廊の交差点立体交差（フライオーバー 4
箇所　アンダーパス 1箇所　道路拡幅　交通信号化等）の設計・施工監理
Part&Widll ife Office ー Hell 's Gate間の山岳道路（総延
長 6.5km）の詳細設計及び施工監理
バベルダオブ島における新規廃棄物処分場385,000㎥の建設　
維持管理用重機及び収集運搬用機材等に係る詳細設計・施工監理
「西ナイル地域の難民受入地域における国道改修計画」 の詳細設
計業務
レバノン全土、特に農村地域や後進地域の改修道路網6,000km
のうち、全長約500km程度の道路網改修に係る準備調査
ナカラ回廊道路網の一環として新設道路３区間計L=57kmの調
査と概略設計
東アフリカ地域の経済回廊である北部回廊の物流網整備マスター
プラン策定
国道5号線（L=約14km）の交通渋滞の緩和及び市内中心部への
アクセス改善計画策定　施設概略設計
ジンマ-チダ間及びソド-サウラ間の道路改良事業を対象に、道路・
橋梁設計、維持管理計画等の詳細設計レビューと改善策の提言
ダルエスサラーム都市交通マスタープランの改訂案及びマスター
プランの優先プロジェクトにおけるPre-FSの実施
ハトロン州ピアンジ県及びハマドニ県上下水道公社の給水事業運
営能力の改善のための技術協力
ハトロン州ピアンジ県における給水施設整備（井戸 送・配水管 高
架水槽等）に係る概略設計
実施機関の取組状況や情報収集、並びに過去に無償資金協力で建設
した下水処理場の施設の持続可能な上下水道運営に係る課題・提言
南北回廊北部山間部のチルンド～マクティ～カイロ間のうち13ヵ
所における登坂車線及び急カーブの改修にかかる概略設計
キンシャサ市及びその近郊での道路維持管理能力強化のための
技術協力
ナイロビ市内の道路拡幅（L=7km）　立体交差2箇所のフィージ
ビリティー・スタディ
ナイロビ市における交通網・廃棄物処理体制・給水・都市環境等の
整備

国道8号線 Yamoransa-Asshin Praso リハビリ計画策定

独立行政法人 国際協力機構
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民間企業

ガーナ国LBT活用強化プロジェクト詳
細計画策定調査
ウクライナ国一般廃棄物に係る情報
収集・確認調査
ウガンダ国カンパラ市交通管制セン
ター整備計画準備調査
ウガンダ国地方道路地理情報システ
ム整備・運用体制構築業務
ウガンダ国グル市内道路改修計画準
備調査
開発途上国における舗装設計基準適
用のあり方に関する調査
基礎研究「開発途上国における舗装施
工監理・管理のあり方に関する調査」
フィリピン国先行/先進技術を通じた
廃棄物適正管理能力強化プロジェクト
ウガンダ国北部回廊インフラ開発の
ための情報収集・確認調査
ガーナ国道路橋梁維持管理能力強化
プロジェクト
ウガンダ国西ナイル難民受入地域国
道改修計画準備調査
開発途上国における道路舗装の耐流
動性向上に係る調査分析
インドネシア国パヤクンブ‐パンカラン
有料道路トンネル建設事業準備調査
タンザニア国ダルエスサラーム都市
交通に係る情報収集・確認調査
トーゴ国ソコデ・バイパス建設計画準
備調査
アフリカ（エチオピア、ガーナ、タンザニア）資金協力
事業による道路整備計画のあり方（基礎研究）の改訂
ウガンダ国村落地方給水維持管理・衛
生改善プロジェクト(第3期）
ザンビア国ルサカ市における都市開発
及び都市交通に係る情報収集・確認調査
エチオピア国道路アセットマネジメン
ト技術アドバイザー業務
ギニア国国道二号線ファラナ橋架け
替え計画協力準備調査
ブルキナファソ国道路維持管理能力
向上プロジェクト
タイ国トンネル建設・案件監理にかか
る能力向上プロジェクト
全世界地震災害に対する都市強靭化のため
の防災投資促進に関する情報収集・確認調査
全世界道路防災のための斜面対策事
業の基礎研究
四国における民間企業海外展開支援
アドバイザー業務
タイ国ターク・メソット自動車道路FS調
査
ミャンマー国洪水と地滑りに対する緊急復旧プロジェ
クトに係る技術アドバイザリー業務及び詳細設計業務
インド国テランガナ州における都市固
形廃棄物焼却発電施設導入事業
タイ国における産業廃棄物処理事業
の市場概況調査
モルディブ国マレ首都圏統合型廃棄物処理事業に
係る余剰電力利用事業の実現可能性調査支援業務

ガーナ国におけるLBT工法による瀝青表面処理工法の確立支援

ウクライナ国主要3自治体における廃棄物焼却発電施設導入に向
けた現況調査と課題の整理業務
カンパラ市における交通管制センタ―（１棟）の整備及び対象交差
点（7交差点程度）の信号機の整備に係る概略設計
ウガンダ国における地理情報　地方道路データベースの整備及び
管理能力の改善支援

グル市内道路（L=約7.5km）の改良計画策定

タンザニア・ガーナ・南アフリカ・ラオス・エチオピアにおける舗装設
計基準適用のあり方に関する調査
南アフリカ・ザンビア・豪州・カンボジアにおける舗装施工監理・管
理のあり方に関する調査
フィリピン国環境天然資源省及び主要3都市（ケソン、セブ、ダバオ）を対
象とした廃棄物焼却発電施設の導入・監視に係る能力強化プロジェクト
ウガンダ国優先プロジェクトであるキブセーブセカ高速道路建設及びカ
ルマ橋架け替えプロジェクトの日本の支援を見据えた基礎情報収集調査
ガーナ国道路省を対象とした道路・橋梁インフラの維持管理能力
向上のための事前保全導入に係る技術協力
南スーダン難民大量流入が続くウガンダ国西ナイル地域5県の案件形成を
目的とした難民受入コミュ二ティの現状・ニーズに係る情報収集・確認調査
JICAが作成した「舗装施工監理/管理ハンドブック」の改定作業　
付随する国内解析　国内舗装試験業務及び関連国の現地調査

インドネシアにおける有料トンネル建設事業に関する準備調査

マスタープランで提案された事業案（交差点改良、公共交通機関
ターミナル整備、都市鉄道）の実施可能性検討の準備調査
国道1号線と国道17号線の分岐点があるソコデ市街地を迂回す
るバイパス道路建設のための準備調査
エチオピア、ガーナ、タンザニアにおける資金協力事業のあり方に
関する調査・研究
ウガンダにおける村落給水維持管理及び衛生改善を目的とした技
術協力
ザンビア国ルサカ市の都市開発計画、特に市内環状道路の支援事
業案を検討し、効果・妥当性とJICAによる協力可能性の検討
エチオピア国における道路・道路舗装等の維持管理に係る技術ア
ドバイザー業務
国際回廊国道二号線(コナクリ～森林ギニア地方間)の老朽橋梁を
無償資金協力事業として架替える概略設計・概略事業費の積算
ブルキナファソ国で道路交通阻害の主要因は舗装の損傷であり、
効率的な舗装を含む道路維持管理能力向上を目的とする技術移転
タイ国道路局にトンネル部署を新設するにあたり、組織化、技術基
準等の整備、パイロット事業等を通して能力の向上を図る技術協力
世界の地震災害リスクが高い国を対象とした、事前防災投資の促進
に向けた方向性と具体事業を検討するための情報収集・分析調査
日本・他の先進国・開発途上国の斜面対策技術の調査を通して、無償
資金協力事業における最適な調査・設計、施工管理／監理方法を提言
四国におけるJICA支援事業の認知度向上　公的機関との連携　
民間企業向けの海外展開案件形成アドバイザー業務
FS調査のうちトンネル区間におけるアドバイザリー業務（地質調
査　トンネル設計・積算等）
工事手順　品質管理に係る技術アドバイス　サイトレポートの作
成　ボックスカルバート及び擁壁の詳細設計
本邦招聘　現地専門家派遣を通じた廃棄物焼却発電施設の計画・
準備支援
産業廃棄物処理各種政策・関連法令や大手産業廃棄物処理事業
者の事業概要の情報収集及び整理  産業廃棄物処理事情の把握
モルディブ国マレ首都圏における廃棄物発電DBO事業に係る、余
剰電力利用事業の実現可能性調査支援業務
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