
年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

岩手県環境生活部 千円

自然保護課 1,751

千円

1,092

千円

2,992

都市再生機構 千円

岩手都市開発事務所 3,412

千円

10,290

岩手県環境生活部 千円

自然保護課 1,680

千円

3,465

千円

1,260

千円

5,145

県南広域振興局 千円

農林部農村整備室 840

千円

5,899

千円

714

千円

4,016

千円

1,554

千円

1,449

千円

3,045

千円

4,515

県南広域振興局 千円

花巻総合支局土木部 4,408

千円

5,572

千円

1,153

業務実績（土木関係建設コンサルタント業務）

H19年度

H19年度

下水道管理システム業務
管路網データ作成L=25.6km

下水道管路設置工事等の竣工図１４０枚

桝属性データ入力913箇所

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H19年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

H20年度

九戸村

H21年度

園地・駐車場実施設計
（植栽、施設、標識等）

A=2.0ha

大町大宮線測量設計調査業務委託
道路詳細設計L=0.12km

路線測量L=0.12km
CBR試験2箇所

九戸村 村道高屋敷山形線測量調査設計業務
道路拡幅設計L=1.7km

路線測量L=1.7km
CBR試験9箇所

九戸村 九戸村道路橋点検業務 道路橋梁点検２７橋

計器観測調査（地すべり）1式
ボーリング調査10ｍ

葛巻町 高家領地区地すべり調査（解析）業務委託
法面予備設計１箇所
排土工設計１業務

地すべり解析等１業務

葛巻町 高家領地区地すべり調査（仮設解析）業務委託

葛巻町 高家領地区地すべり調査（一般）業務委託

仮設設計1箇所
比較形式選定1式

概略設計図作成1式

奥州市 地震災害復旧測量設計業務
河川災害護岸設計L=0.22km

道路災害舗装復旧設計L=0.24km
橋梁復旧支承工設計１箇所

町道渋谷地線橋梁・函渠等設計業務委託
現地測量A=0.004km2
橋梁・函渠検討1式
函渠設計1箇所

北山崎園地実施設計業務委託
園地・駐車場実施設計1式

（植栽、休憩施設、展望台等）
自然歩道実施設計L=290m

花巻広域公園水路測量設計業務委託
路線測量L=0.52km

用排水路予備設計L=0.52km
大型用排水路設計520ｍ

盛岡市 市道新幹線側道２号線外１路線測量設計業務委託
道路詳細設計L=1.0km
路線測量L=1.0km

路床土の性状試験５箇所

岩手町

北山崎園地実施設計（その２）業務委託

経営体育成基盤整備事業猫川左岸地区第１４号業
務委託

農村公園実施設計
（基本設計含む）1式

一関市 市道遊水堤２号線測量設計業務委託
道路詳細設計L=0.40km

路線測量L=0.40km
CBR試験3箇所

元気な地域づくり交付金（基盤整備）事業下河南地区
詳細測量設計委託業務

農道実施設計L=0.98km
用排水路実施設計L=0.73km軽米町

平成１９年度盛岡南宅地整備実施設計業務
宅地整備設計A=16.8ha
区画道路設計L=4.18km

宅地地盤台帳作成50区画

葛巻町

岩手町 公共土木災害復旧実施設計業務委託
河川災害実施設計L=417m
河川災害実施設計4箇所

積算資料作成1式

奥州市 岩谷堂小学校建設用地測量設計業務

岩泉町うれいら通り商店街駐車場整備設計・監理業
務委託

駐車場設計1式
施工監理1式

地形測量A=0.033ｋｍ2
敷地造成設計A=3.3ha
開発許可申請1式

岩泉商工会



年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

業務実績（土木関係建設コンサルタント業務）

千円

2,257

千円

1,060

千円

987

千円

4,962

千円

3,255

千円

2,257

都市再生機構 千円

岩手都市開発事務所 4,987

北上川上流 千円

流域下水道事務所 2,100

県北広域振興局土木部 千円

二戸土木センター 8,899

千円

21,094

都市再生機構 千円

岩手都市開発事務所 14,542

千円

693

千円

15,590

千円

525

千円

3,307

千円

13,965

県北広域振興局土木部 千円

二戸土木センター 1,390

千円

11,812

千円

11,812

千円

1,260
道路橋梁点検20橋

九戸村

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H21年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度 平成２２年度道路橋点検業務委託一戸町

岩手町

葛巻町

北上川上流流域下水道舟田フレックスプラント水処
理施設撤去詳細設計業務委託

軽米町 町道松ノ脇下向線測量設計業務
道路詳細設計L=0.30km

路線測量L=0.30km

災害復旧事業測量調査等業務委託の２
災害測量L=3.153km、A=0.141km2
河川災害設計L=1153ｍ、6箇所
道路災害設計L=29ｍ、4箇所

葛巻町 ２２災７月豪雨災害測量設計（その２）業務委託

八幡平市 市道北切線道路概略設計業務
道路概略設計L=0.8km

主要構造物計画L=0.278km
交通量調査1業務

田野畑村 村道沼袋田代線（田代西工区）道路概略設計業務 道路概略設計L=2.0km

平成21年度盛岡南宅地整備他実施設計業務
宅地整備設計A=2.616ha
区画道路設計L=1.221km

用水路実施設計L=3.365km

九戸村農業集落排水管理システム整備業務
農業集落排水管路図の読み取り32枚

管路網データ作成6.3km
マンホールデータ入力163箇所

枡データ入力180箇所

岩手町

河川測量L=0.80km
水路整備工設計L=0.8km
排水工設置設計1箇所

市道穴切八幡平線道路修正設計業務委託
法面予備設計１箇所
道路修正設計１式

測量　１式

軽米町 軽米町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
橋梁長寿命化

修繕計画策定業務42橋

災害測量L=2.74km、A=0.10km2
河川災害設計L=1460ｍ
道路災害設計L=531ｍ

田野畑村 村道沼袋田代線測量調査設計業務
道路詳細設計L=2.0km

測量L=2.0km、A=0.08km2
CBR試験10箇所

岩手町 災害復旧事業測量調査等業務委託の２
災害測量L=3.153km、A=0.141km2
河川災害設計L=1153ｍ、6箇所
道路災害設計L=29ｍ、4箇所

一般県道二戸一戸線八幡下地区歩道設計業務委託
歩道詳細設計L=0.72km

（片側0.36ｋｍ）
横断測量L=0.36ｋｍ

道路詳細設計L=1.2km
ボーリング調査30.0ｍ

弾性波探査及び解析0.210ｋｍ

八幡平市 市道北切線測量設計業務
道路詳細設計L=0.8km
路線測量L=0.8km、A=0.036km2

CBR試験４箇所

一般国道395号仁左平地区道路設計業務委託

平成22年度盛岡南宅地整備他実施設計業務
宅地整備設計A=37.61ha

鶴子ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ説明会資料作成等1式
ﾎﾟﾝﾌﾟ・消雪・証明施設等設計1式

九戸村 九戸村上水道管理システム整備業務

二戸市

水処理施設撤去詳細設計1ﾌﾟﾗﾝﾄ
（土木、建築、機械、電気設備）

新町地区水路他測量設計業務委託

葛巻町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託
橋梁点検整理43橋

長寿命化修繕計画の策定

管路網データ作成L=38km
水道管設置工事等の竣工図108枚
給水装置属性データ入力997箇所



年度 発　注　者 実　施　業　務　名 業務の規模等 受注代金の額

業務実績（土木関係建設コンサルタント業務）

千円

1,785

県南広域振興局土木部 千円

花巻土木センター 3,289

千円

7,980

県北広域振興局 千円

土木部 3,691

県北広域振興局 千円

土木部 2,751

千円

2,600

千円

2,257

千円

509

千円

3,150

千円

1,890

千円

805

千円

1,890

沿岸広域振興局土木部 千円

宮古土木センター 3,688

県南広域振興局土木部 千円

花巻土木センター 7,875

千円

8,484

千円

1,627

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H22年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

H23年度

田野畑村 村道菅窪和野線道路測量詳細設計業務
測量L=0.10km　A=0.006k㎡
箱型函渠詳細設計１箇所

排水構造物詳細設計L=0.50ｋｍ

遠野市 八幡墓園地震災害復旧設計業務
地すべり性崩壊復旧対策工設計
ｱﾝｶｰ付場所打ち法枠詳細設計1箇所

現地測量A=0.007ｋｍ2

盛岡市

葛巻町 町道小屋瀬塚森線道路拡幅等詳細設計業務委託

農道戸井良線道路測量設計業務

花巻広域公園災害復旧測量設計業務委託
被災箇所調査25箇所

公園災害復旧設計25箇所
（管理用道路、駐車場、園路、擁壁、階段等）

測量L=1.29km　A=0.063k㎡
河川災害護岸詳細設計L=0.689ｋｍ
道路災害道路詳細設計L=0.229ｋｍ

道路詳細設計L=1.30ｋｍ

路線測量L=0.26km
農道実施設計L=260m

交差点協議資料作成１式

一般国道１０６号区界地区防雪柵測量設計業務委託
防雪柵詳細設計１タイプ

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験8.6ｍ
地質解析１業務

案内標識設置設計４箇所

主要地方道北上東和線更木地区道路予備修正設計
業務委託

道路予備修正設計L=0.68km
平面交差点予備修正設計2箇所

交通量調査2箇所

一般県道野田長内線小袖沢地区測量及び道路災害
防止施設詳細設計業務委託

３級基準点2点、４級基準点8点
測量L=0.48km、A=0.014k㎡
道路災害詳細設計L=400ｍ

市道南仙北一丁目道明線道路融雪設備設計業務委
託

道路融雪設備設計A=2700ｍ2
道路詳細設計L=0.08ｋｍ

一戸町 町道一戸街道線道路概略設計業務委託 道路概略設計L=0.23ｋｍ

軽米町 町道参勤街道線路面調査測量設計業務委託
路面状況、道路付属物調査L=4.7ｋｍ

舗装修繕設計L=4.7ｋｍ

九戸村

田野畑村 村道菅窪和野線道路測量詳細設計業務
測量L=0.10km　A=0.006k㎡
箱型函渠詳細設計１箇所

排水構造物詳細設計L=0.50ｋｍ

主要地方道久慈岩泉線山根地区（A045）落石対策工
設計業務委託

法面予備設計1箇所
道路予備設計L=0.50ｋｍ

数値図化（ﾚﾍﾞﾙ1000）A=0.13ｋｍ2

岩手町 岩手工業団地敷地造成計画設計等業務委託
現地測量A=0.066ｋｍ2

開発許可申請図書作成1式
敷地造成工事設計A=6.6ha

軽米町

葛巻町 ２３災９月台風災害測量調査（その１）業務委託

案内標識設置設計業務


