
主な業務実績【令和元年度～平成２７年度分】

【令和元年度】

業務名 発注機関名

平成３１年度矢部川水文観測所等保守点検及び資料整理業務 国土交通省　筑後川河川事務所

倉谷谷川１砂防測量詳細設計業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

令和元年度筑後川中上流・矢部川河川管理施設等状態調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

高尾川洪水痕跡調査業務 福岡県　那珂県土整備事務所

大崎橋ほか２橋　橋梁補修設計業務委託 福岡県　築上町

寒水川砂防用地測量（２工区）業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

令和元年度　福岡西維持管内道路台帳作成業務 国土交通省　福岡国道事務所

令和元年度　荒廃森林整備事業　勝負谷線測量委託 福岡県　広域森林組合

（都）堤上野線用地測量業務委託（４工区） 福岡県　南筑後県土整備事務所

平成３１年度　周船寺橋外道路修正設計業務 国土交通省　福岡国道事務所

起工第１号　藪ノ元雨水幹線詳細設計業務委託 福岡県　筑紫野市

七夕川砂防　橋梁詳細設計業務委託（１工区） 福岡県　久留米県土整備事務所

桂川（復緊）樋門詳細設計業務委託１０工区 福岡県　朝倉県土整備事務所

令和元年度　福岡国道管内共同溝点検業務 国土交通省　福岡国道事務所

管内一円橋梁定期点検業務委託（１工区） 福岡県　田川県土整備事務所

友枝川災害復旧測量設計業務委託 福岡県　京築県土整備事務所

大分管内改築事業構造物設計業務 国土交通省　大分河川国道事務所

令和元年度大分河川国道管内歩道橋点検業務 国土交通省　大分河川国道事務所

令和元・２年度中津維持管内道路施設点検業務 国土交通省　大分河川国道事務所

一般国道３８５号　橋梁予備設計業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

国道442号(羽犬塚陸橋)橋梁補修設計業務委託 福岡県　八女県土整備事務所

起工第16号藪ノ元雨水幹線　地質調査結果解析業務委託 福岡県　筑紫野市

福岡早良大野城線　歩道詳細設計業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

平成３１・３２年度佐賀国道伊万里・佐賀地区工事監督支援業務 国土交通省　佐賀国道事務所

平成３１・３２年度長崎管内道路管理工事監督支援業務 国土交通省　長崎河川国道事務所

平成３１年度本明川外工事監督支援業務 国土交通省　長崎河川国道事務所

県道玄海田島福間線　川端橋　橋梁下部工工事積算補助業務委託 福岡県　北九州県土整備事務所

那珂川護岸工事積算補助業務（２工区） 福岡県　那珂県土整備事務所

伝習館高等学校校地整備（野球場）工事工事監理業務委託 福岡県　営繕設備課

国分台法面復旧工事施工監理業務委託 福岡県　太宰府市

県道朝田日田線（分田橋）　工事積算補助業務 福岡県　久留米県土整備事務所

県道玄海田島福間線川端橋橋梁上部工工事積算補助業務委託 福岡県　北九州県土整備事務所

国道２００号　交通量調査業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所



【平成３０年度】

業務名 発注機関名

平成３０年度矢部川水文観測所等保守点検及び資料整理業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成３０・３１年度東九州道（鹿屋地区）外工事監督支援業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

寒水川筋測量業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

倉谷谷川１　砂防全体計画書作成業務 福岡県　朝倉県土整備事務所

伝習館高校校地整備（グラウンド）測量設計業務委託 福岡県　営繕設備課

平成３０年度　巨瀬川右岸上流浸水状況調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成３０年度　筑後川中流洪水痕跡調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

市内道路災害復旧調査測量設計業務委託（その１） 福岡県　太宰府市

公共基準点（3級）設置業務委託 福岡県　糟屋郡　須恵町

橋梁架換事業　県道朝田日田線（分田橋）　旧橋撤去設計業務委託 福岡県　久留米県土整備事務所

県道筑紫野三輪線災害測量設計業務２工区 福岡県　朝倉県土整備事務所

平成３０年度　博多バイパス（下原～香椎駅東）道路台帳作成業務 国土交通省　福岡国道事務所

平成30年災大佐野緑地法面災害復旧設計業務委託 福岡県　太宰府市

宝満川魚道工事積算補助業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

橋梁定期点検業務委託（２工区） 福岡県　福岡県土整備事務所

平成３０年度　板付（３工区）共同溝点検業務 国土交通省　福岡国道事務所

瑞梅寺川護岸詳細設計業務委託 福岡県　福岡県土整備事務所

県道稲童新田原停車場線　道路詳細設計業務委託 福岡県　京築県土整備事務所

橋梁定期点検業務委託（４工区） 福岡県　那珂県土整備事務所

県道直方北九州自転車道線　工事積算補助業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（犬鳴川渡河橋　下部工工事）

福岡県　直方県土整備事務所

新立川（助成）橋梁詳細設計業務委託４工区 福岡県　朝倉県土整備事務所

平成３０年度筑後川中上流・矢部川河川管理施設等状態調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

県道久留米城島大川線　交差点詳細修正設計業務委託 福岡県　南筑後県土整備事務所

筑紫野三輪線　交通量調査業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

三箇山山隈線他用地測量業務 福岡県　朝倉県土整備事務所

県道浮羽石川内線（Ａ０７０・Ｇ０３０）設計業務委託 福岡県　八女県土整備事務所

県道犀川豊前線郷山橋他１橋　橋梁補修設計業務委託 福岡県　京築県土整備事務所

甘木・朝倉流域砂防優先度資料作成業務 福岡県　朝倉県土整備事務所



【平成２９年度】

業務名 発注機関名

平成２８～３０年度　熊本管内（道路災害関係）工事監督支援業務 国土交通省　熊本復興事務所

平成２９年度矢部川水文観測所等保守点検及び資料整理業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２９・３０年度東九州道（曽於出張所）工事監督支援業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

平成２９・３０年度　大野竹田道路工事監督支援業務 国土交通省　佐伯河川国道事務所

平成２９・３０年度海の中道海浜公園事務所工事監督支援業務 国土交通省　国営海の中道海浜公園事務所

平成２９年度矢部川出張所外工事監督支援業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２９年度都城道路工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２９・３０年度都城地区道路管理工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２９年度苅田沖土砂処分場用地測量 国土交通省　苅田港湾事務所

県道久留米柳川線下田橋右岸護岸工事積算補助業務委託 福岡県　南筑後県土整備事務所

平成２９・３０年度熊本復興事務所管内工事監督支援業務 国土交通省　熊本復興事務所

平成２９年度花月川左岸下流浸水状況調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

無人航空機による被災状況緊急調査（朝倉市白木地区） 国土交通省　九州地方整備局

無人航空機による被災状況緊急調査（朝倉市杷木古賀地区外） 国土交通省　九州地方整備局

砂防設備調査業務（６工区） 福岡県　久留米県土整備事務所

国道500号ほか測量設計業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

五条・太宰府駅前線測量設計業務委託 福岡県　太宰府市

県道浮羽草野久留米線　道路詳細設計業務委託 福岡県　久留米県土整備事務所

県道稲童新田原停車場線道路・函渠予備設計業務 福岡県　京築県土整備事務所

管内一円橋梁定期点検業務（２工区） 福岡県　田川県土整備事務所

平成２９年度佐賀国道管内道路施設点検業務 国土交通省　佐賀国道事務所

平成２９年度筑後川中上流・矢部川河川管理施設等状態調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２９年度　今宿道路（有田～真方）構造物詳細修正設計外業務 国土交通省　福岡国道事務所

平成２９年度　福岡国道管内橋梁予防措置点検業務 国土交通省　福岡国道事務所

起工第5号市道湯町・岩永坂線道路測量設計業務委託 福岡県　筑紫野市

国道５００号ほか構造物設計業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

筑紫野三輪線他交通量調査業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

　（都）堤上野線　地形測量業務委託 福岡県　南筑後県土整備事務所

平成２９・３０年度鹿児島維持出張所管内橋梁定期点検業務 国土交通省　鹿児島国道事務所

平成２９年度　筑後川吉井・日田地区縦横断測量業務 国土交通省　筑後川河川事務所

（都）堤上野線　路線測量業務委託 福岡県　南筑後県土整備事務所

起工第20号　天山地区測量設計業務委託 福岡県　筑紫野市

飯塚福間線　測量・設計業務委託 福岡県　直方県土整備事務所

起工744号　福岡前原道路　橋梁等点検（29-6工区）業務委託 福岡県　道路公社



【平成２８年度】

業務名 発注機関名

平成２８年度　　矢部川水文観測所等保守点検及び資料整理業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２８年度　大野竹田道路工事監督支援業務 国土交通省　佐伯河川国道事務所

平成２８年度大分河川国道事務所管内（河川）工事監督支援業務 国土交通省　大分河川国道事務所

平成２８・２９年度垂水監督官工事監督支援業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

国道２００号他交通量調査業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

惣利１丁目地内交差点改良測量設計業務 福岡県　春日市

平成２８年度福岡国道管内道路修正設計外業務 国土交通省　福岡国道事務所

平成２８年度　今宿道路（有田～真方）道路詳細修正設計外業務 国土交通省　福岡国道事務所

平成２８年度　県道熊本高森線熊本阿蘇地区事業管理支援業務 国土交通省　熊本河川国道事務所

久留米柳川線下田橋旧橋撤去工事積算補助業務委託 福岡県　南筑後県土整備事務所

那珂川宇美線（下白水工区）交差点照明修正設計業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

平成２８年熊本地震に伴う三角点改測（熊本第６地区） 国土交通省　国土地理院　測地部

橋梁定期点検（国道４４２号）業務委託 福岡県　八女県土整備事務所

市道宮ノ原東西線　用地測量業務委託 福岡県　八女市

橋梁（しょうけ峠跨道橋）調査補修設計業務委託 福岡県　福岡県土整備事務所

国登録有形文化財旧九州鉄道城山三連橋梁
　　　　　　　　　　　　　　確認調査3次元レーザー計測業務

福岡県　筑紫野市

新北九州空港連絡橋細部点検委託（２工区） 福岡県　京築県土整備事務所

平成２８年度　福岡国道管内交通安全事業測量業務 国土交通省　福岡国道事務所

橋梁定期点検業務委託（５工区） 福岡県　那珂県土整備事務所

平成２８年度筑後川下流河川管理施設等状態調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２８年度　有明海沿岸道路構造物設計外業務 国土交通省　福岡国道事務所

一般国道３８５号　道路概略設計（Ｂ）業務 福岡県　那珂県土整備事務所

瑞梅寺川護岸詳細設計業務委託（１工区） 福岡県　福岡県土整備事務所

北九州県土整備事務所管内砂防設備調査業務（２工区） 福岡県　北九州県土整備事務所

八女香春線擁壁予備詳細設計業務委託 福岡県　久留米県土整備事務所

本明川管内堤防等点検外業務 国土交通省　長崎河川国道事務所

県道朝田日田線　分田橋橋梁詳細設計業務委託 福岡県　久留米県土整備事務所

国道３２２号五反田跨線橋　橋梁詳細調査設計業務委託 福岡県　田川県土整備事務所



【平成２７年度】

業務名 発注機関名

平成２７年度　矢部川水文観測所等保守点検及び資料整理業務 国土交通省　筑後川河川事務所

平成２７年度宮崎管内河川砂防管理工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２７年度　宮崎地区道路管理工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２７・２８年度東九州道（清武～北郷）工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２７・２８年度長崎管内北部地区工事監督支援業務 国土交通省　長崎河川国道事務所

平成２７・２８年度　都城地区道路管理工事監督支援業務 国土交通省　宮崎河川国道事務所

平成２７・２８年度東九州道（曽於監督官）工事監督支援業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

平成２７・２８年度東九州道（曽於出張所）工事監督支援業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

平成２７年度　佐伯管内道路改築工事監督支援業務 国土交通省　佐伯河川国道事務所

筑紫野インター線 交差点詳細設計業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

特別史跡水城跡地形図及び3Dモデリング作成業務委託 福岡県　太宰府市

平成２７年度福岡西維持管内橋梁予防措置外点検業務 国土交通省　福岡国道事務所

平成２７年度鳥栖管内道路施設点検業務 国土交通省　佐賀国道事務所

一般国道３８５号道路予備設計（Ａ）業務 福岡県　那珂県土整備事務所

砂防関係事業優先度検討業務 福岡県　南筑後県土整備事務所

県道中間宮田線道路拡幅工事積算補助業務 福岡県　直方県土整備事務所

国登録有形文化財『旧九州鉄道城山三連橋梁』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3次元レーザー計測業務

福岡県　筑紫野市

一般国道３２２号（第二桑原橋、仲村橋）橋梁詳細調査設計業務 福岡県　田川県土整備事務所

太宰府市街なみ環境整備事業計画策定業務委託 福岡県　太宰府市

平成２７年度東九州道橋梁点検外業務 国土交通省　大隅河川国道事務所

平成２７年度道路橋定期点検業務委託（８工区） 公益財団法人　福岡県建設技術情報センター

橋梁点検業務委託 福岡県　福岡県土整備事務所

平成２７年度　筑後川中上流及び矢部川河川管理施設等状態調査業務 国土交通省　筑後川河川事務所

那珂川宇美線（下白水工区）施工計画検討業務委託 福岡県　那珂県土整備事務所

橋梁補修設計業務委託 福岡県　朝倉県土整備事務所

県道飯塚穂波線　橋梁詳細設計業務委託 福岡県　飯塚県土整備事務所

県道稲童新田原停車場線現地測量及び道路概略設計業務 福岡県　京築県土整備事務所

一般交通量調査業務委託（３工区）筑豊地区 福岡県　県土整備部

大佐野地区下水道実施設計業務委託 福岡県　太宰府市

一般国道３８５号那珂川拡幅Ⅱ期用地測量業務委託（１工区） 福岡県　那珂県土整備事務所

高橋脚橋定期点検業務（１工区） 福岡県　那珂県土整備事務所


