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　環境調査実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



R3.11 八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
R1.11 八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
H30.11 八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務【湯沢河川国道事務所長表彰】
H29.12 八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務
H28.12 八幡平山系希少鳥類調査業務
H27.11 秋田県側八幡平山系希少鳥類調査業務
H26.11 八幡平山系（秋田県側）希少鳥類調査業務【国土交通省東北地方整備局長表彰】
H25.11 八幡平山系希少鳥類調査業務
H25.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H24.11 秋田駒ヶ岳希少鳥類調査
H24.9 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H24.9 鬼首道路追跡調査委員会運営等業務
H24.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H23.5 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務【湯沢河川国道事務所長表彰】
H23.5 雄物川上流水辺現地調査（植物・河川環境基図）業務
H23.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H23.12 鬼首道路樹木生育調査
H22.12 秋田駒ヶ岳希少鳥類調査業務
H23.9 鬼首道路植物補足調査
H23.4 成瀬ﾀﾞﾑ猛禽類貯水池定点調査
H23.4 成瀬ﾀﾞﾑ猛禽類広域定点調査
H22.6 雄物川上流環境資料作成業務
H22.4 鬼首道路における自然環境に配慮した効果検証調査【湯沢河川国道事務所長表彰】
H22.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H21.11 八幡平山系希少鳥類調査
H21.4 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H21.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H21.7 鬼首道路における自然環境に配慮した効果検証調査
H20.12 八幡平山系希少鳥類調査業務
H20.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H20.4 雄物川上流水辺の国勢調査(昆虫)業務
H20.4 八幡平山系渓流魚類調査
H19.8 湯沢管内道路環境調査業務
H19.5 雄物川上流多自然型川づくり実施状況調査・追跡調査
H19.4 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H19.4 雄物川上流鳥類調査
H19.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H18.7 鬼首道路環境追跡調査検討業務
H18.6 雄物川上流河川環境基図作成調査業務【湯沢河川国道事務所長表彰】
H18.5 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類生息等調査業務
H18.5 多自然型川づくり実施状況調査・追跡調査業務
H18.4 ﾄﾐﾖ飼育調査業務
H18.4 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫類調査業務
H18.4 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H18.2 影響評価取りまとめ業務
H18.1 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H17.3 成瀬ﾀﾞﾑ貴重鳥類調査業務
H17.7 成瀬ﾀﾞﾑ国道付替環境検討業務

環境調査実績表

国土交通省　湯沢河川国道事務所

国土交通省
契　約 件　　名



H17.6 成瀬ﾀﾞﾑ陸上昆虫類調査業務
H17.5 八幡平山系貴重鳥類調査
H17.5 湯沢地区取水施設環境調査
H17.4 多自然型川づくり実施状況調査追跡調査業務
H17.4 雄物川流域ﾄﾐﾖ属魚類保全検討業務
H17.4 雄物川上流魚介類・底生動物及び主要魚種産卵場調査【湯沢河川国道事務所長表彰】
H17.4 ﾄﾐﾖ飼育調査業務
H17.3 八幡平山系田沢沢川底生動物調査現地調査業務
H17.3 八幡平山系田沢沢川底生動物調査とりまとめ業務
H17.3 成瀬ﾀﾞﾑ鳥類調査
H17.3 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査
H16.12 雄物川流域ﾄﾐﾖ属魚類保全会議運営業務
H16.9 雄物川上流生態系調査
H16.10 雄物川河川生息環境調査資料作成
H16.7 湯沢横手道路ｶﾒﾑｼ調査
H16.7 成瀬ﾀﾞﾑ付替国道等環境検討業務
H16.6 大久保堰環境調査
H16.5 雄物川上流湯沢地区堤防植生調査
H16.4 雄物川ﾄﾐﾖ飼育調査業務
H16.4 多自然型川づくり追跡調査業務
H16.4 八幡平山系貴重鳥類調査
H16.4 雄物川流域ﾄﾐﾖ属魚類保全検討業務
H16.3 成瀬ﾀﾞﾑ貴重鳥類調査業務
H16.1 湯沢管内樹木等環境資料整理業務
H15.9 湯沢横手道路ｶﾒﾑｼ調査
H15.5 八幡平山系砂防流域魚類調査及び魚道遡上調査
H15.4 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H15.4 雄物川上流陸上昆虫類等調査
H15.4 八幡平山系貴重鳥類調査
H15.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類等調査業務
H15.3 雄物川上流植生追跡調査
H15.2 誤美ﾏｯﾌﾟPARTⅢ作成業務
H15.2 小先達川第１砂防堰堤魚道調査
H14.12 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀ記録整理業務
H14.12 雄物川親水護岸ﾘｰﾌﾚｯﾄ印刷
H14.12 雄物川中流多自然型川づくり追跡調査
H14.12 雄物川上流多自然型川づくり追跡調査
H14.12 多自然型川づくり実施状況調査業務
H14.10 八幡平山系貴重鳥類調査
H14.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査施設据付作業
H14.9 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫調査とりまとめ業務
H14.8 雄物川上流ﾄｹﾞｳｵ科魚類保全検討業務
H14.7 雄物川上流河川水辺総括資料作成調査
H14.7 生保内流域貴重鳥類調査
H14.6 雄勝地区資料作成
H14.6 鬼首道路環境資料作成
H14.6 下院内地区環境追跡調査
H14.6 上院内地区環境追跡調査
H14.6 玉川流域猛禽類調査

国土交通省　湯沢河川国道事務所
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H14.5 草原性鳥類調査
H14.4 雄物川上流植物調査
H14.4 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務【国土交通省東北地方整備局長表彰】
H13.6 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫類調査業務
H13.5 雄物川上流魚類調査
H13.5 雄物川上流魚類産卵時季調査業務
H13.4 成瀬ﾀﾞﾑ現況調査業務
H13.4 雄物川上流鳥類調査
H13.5 雄物川外来魚棲息調査
H13.4 雄物川上流魚類産卵時季調査
H13.4 ﾄｹﾞｳｵ科魚類産卵時季調査業務
H13.3 ﾄｹﾞｳｵ科魚類産卵時季調査
H13.3 ﾄｹﾞｳｵ科魚類会議運営
H13.3 平成12年度　雄物川上流護岸整備資料作成
H13.3 平成12年度　多自然型川づくり資料作成
H13.3 植生図作成作業
H13.3 環境資料作成業務
H13.2 雄物川上流魚介類・底生動物過去ﾃﾞｰﾀ入力業務
H13.2 環境ﾏｯﾌﾟ作成（瀬・淵）業務
H13.2 環境調査検討業務
H12 砂防ﾀﾞﾑ環境調査資料作成業務
H12 横手盆地周辺の峠　原稿修正業務
H12 成瀬ﾀﾞﾑ貴重昆虫類広域調査とりまとめ業務
H12.10 雄物川現地調査業務
H12.10 雄物川魚ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ企画業務
H12.9 鬼首道路植栽追跡調査
H12.9 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫類標本作成業務
H12.9 院内地区猛禽類調査
H12.8 鬼首ｴｺﾛｰﾄﾞ広報資料作成業務
H12.8 雄物川上流堤防植生管理検討作業
H12.7 雄勝地区猛禽類調査
H12.6 砂防ﾀﾞﾑ環境調査資料作成業務
H12.6 湯沢横手道路ﾊﾘｻﾞｯｺ調査
H12.6 成瀬ﾀﾞﾑﾔﾌﾞﾔﾝﾏ成虫調査
H12.6 成瀬ﾀﾞﾑﾔﾌﾞﾔﾝﾏ幼虫飼育調査
H12.6 成瀬ﾀﾞﾑﾄﾝﾎﾞ類幼虫調査
H12.4 堤防植生資料整理
H12.4 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H12.4 雄物川上流魚介・底生動物調査及び主要魚種産卵場調査
H12.3 試験除草資料整理
H12.3 雄物川河川環境特性資料作成業務
H12.3 多自然型川づくり追跡調査とりまとめ作業
H12.2 間倉築堤通常損失補償金積算等業務
H12.2 雄物川川づくり検討資料作成業務
H12.2 生物（魚類）多様性検討業務
H12.2 成瀬ﾀﾞﾑ貴重昆虫類広域調査とりまとめ業務
H12 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫類標本作成業務（春・夏・秋季）
H12 成瀬ﾀﾞﾑ昆虫類標本管理表作成
H11 砂防ﾀﾞﾑ環境調査資料作成業務

環境調査実績表

国土交通省
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国土交通省　湯沢河川国道事務所



H11.11 雄勝地区植物等調査
H11.11 雄勝地区猛禽類調査
H11.11 多自然型川づくり追跡調査
H11.10 雄物川上流堤防植生管理計画資料作成作業
H11.9 八幡平山系植物ﾏｯﾌﾟ企画業務
H11.9 鬼首道路植栽追跡調査
H11.9 成瀬ﾀﾞﾑ貴重昆虫類広域調査（秋季）
H11.7 成瀬ﾀﾞﾑ貴重昆虫類広域調査（夏季その1，その2）
H11.6 ﾄｹﾞｳｵ科魚類及び主要魚種産卵場調査業務【建設省東北地方整備局長表彰】
H11.6 成瀬ﾀﾞﾑ貴重昆虫類広域調査（春季その1，その2）
H11.6 ｳｸﾞｲ産卵場調査業務
H11.5 神宮寺地区環境追跡調査
H11.4 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H11.2 河川水辺の国勢調査総括作成（その1，その2）
H11.2 河川環境修景対策検討業務（その2）
H11.1 横手盆地峠調査
H10 河川環境修景対策検討業務
H10.10 植物廃材処理パネル展示作業
H10.8 植物廃材堆肥化調査業務
H10.7 雄物川流域ﾄｹﾞｳｵ科魚類等調査業務
H10.5 多自然型川づくり追跡調査
H10.5 鬼首道路植栽追跡調査
H10.4 神宮寺地区環境追跡調査【湯沢工事事務所長表彰】
H10.4 雄物川上流陸上昆虫類等調査
H10.4 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H10.2 神宮寺地区環境追跡調査
H10.2 神宮寺ﾊﾞｲﾊﾟｽ環境資料整理
H10.1 椿川地区ﾜｼﾀｶ類調査（その1）（その2）
H10.2 雄物川流域ﾄｹﾞｳｵ科魚類調査業務
H9.12 仁郷地区地勢調査業務
H9.10 河川環境修景対策検討業務
H9 河川管理資料（玉川左岸）調査業務
H9.9 植物廃材堆肥化検討業務
H9.5 雄物川水系（雄物川上流）植物調査業務【湯沢工事事務所長表彰】
H9 「美しい国づくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ」会議資料作成
H9 雄物川上流技術資料整理作業
H9.3 鬼首道路工事写真収集整理
H9 鬼首道路文集作成業務委託
H9 雄物川改修資料整理作業
H9 鬼首道路植栽計画業務委託
H8.10 今宿地区河川環境整備事業全体計画業務委託
H8.9 羽州街道及び主要峠調査業務
H8.7 ｴｺﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成業務
H8.7 植物廃材堆肥化調査
H8 雄物川今宿地区河川整備事業計画地現況調査
H8 蛭川護岸写真ﾊﾟﾈﾙ作成
H8.6 刈和野ﾊﾞｲﾊﾟｽﾎﾀﾙ生息環境調査業務委託
H8.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託
H8.4 雄物川水系（雄物川上流）鳥類調査業務
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国土交通省　湯沢河川国道事務所



H7.12 鬼首道路雪崩調査検討業務委託
H7.9 鬼首道路ｴｺﾛｰﾄﾞ検討業務
H7.9 鬼首道路照明誘虫等調査業務
H7 雄物川多自然型川づくり構想策定業務
H7.6 植物廃材堆肥化調査
H7.5 多自然型川づくり追跡調査測量
H7.5 八幡平山系植物実態調査業務委託
H7.4 雄物川上流魚介類調査及び底生動物調査業務
H6.9 草刈野地区護岸調査
H6.7 堤防雑草処理検討業務
H6.4 八幡平山系植物実態調査業務委託
H6.4 八幡平山系昆虫類及び魚類実態調査業務委託【建設省東北地方整備局長表彰】
H6.3 河川水辺の国勢調査資料作成業務
H5.11 草刈野地区護岸調査
H5.8 堤防雑草処理検討業務
H5.8 雄物川展魚類展示作業
H5.6 八幡平山系魚類実態調査
H5.5 湯沢横手道路神明沼魚類調査業務委託
H5.5 八幡平山系昆虫類等調査業務委託
H5.4 雄物川上流河川水辺の国勢調査（昆虫類等調査）業務委託
H4.9 堤防雑草処理検討業務
H4.6 雄物川上流植物実態調査
H4.5 沼館地区環境調査
H3.11 八幡平山系自然環境（魚類）調査
H3.9 沼館地区環境調査
H2.10 堤防におけるﾓｸﾞﾗの生態調査

国土交通省　湯沢河川国道事務所
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H31.4 【JV】雄物川下流・子吉川水辺現地調査業務
H30.5 【JV】雄物川下流新波地区環境調査業務
H24.4 子吉川水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務【秋田河川国道事務所長表彰】
H23.4 仙北地区環境調査
H21.6 秋田河川国道事務所管内河川底生動物調査【秋田河川国道事務所長表彰】
H20.5 雄物川下流自然環境調査
H19.11 雄物川下流外来魚影響調査
H19.5 雄物川下流魚類実態調査
H18.11 雄物川下流自然環境調査
H18.6 雄物川下流魚類実態調査
H17.5 多自然型川づくり調査
H16.4 多自然型川づくり調査
H15.7 多自然型川づくり調査【秋田河川国道事務所長表彰】
H14.10 雄物川ﾜﾝﾄﾞ部調査
H14.10 雄物川魚類調査
H14.6 雄物川外来魚生息実態調査その2
H14 雄物川外来魚生息実態調査
H14.6 雄物川河口部魚類調査その2
H14 雄物川河口部魚類調査
H14.6 子吉川環境調査
H14.5 雄物川外来魚生息実態調査

環境調査実績表

国土交通省
契　約 件　　名

国土交通省　秋田河川国道事務所



H27.10 玉川ﾀﾞﾑ周辺環境調査業務
H25.4 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査
H23.8 玉川ﾀﾞﾑ堤体下流面ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H22.9 玉川ﾀﾞﾑ堤体下流面ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H22.4 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査
H21.4 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査
H20.10 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(敷地内橋梁)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(見付田観測所)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(屋上南側)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H20.4 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H19.5 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査
H18.7 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査
H18.2 河川現況管理図作成業務
H17.7 玉川ﾀﾞﾑ魚介類調査
H18.2 河川現況管理図作成業務
H17.6 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査（魚介類・底生動物）
H16.6 玉川ﾀﾞﾑ魚介類調査
H16.5 玉川ﾀﾞﾑ水辺の国勢調査（陸上昆虫類）
H16.4 玉川ﾀﾞﾑ野鳥の森調査業務
H15.8 玉川ﾀﾞﾑ野鳥の森調査検討業務
H15.5 玉川ﾀﾞﾑ魚介類調査
H14.10 玉川ﾀﾞﾑ魚介類調査
H14.6 玉川ﾀﾞﾑ野鳥の森調査検討業務
H12.5 玉川ﾀﾞﾑ魚介類・底生動物調査
H12 玉川ﾀﾞﾑ河川水辺の国勢調査（陸上昆虫等調査）標本作成業務
H11.4 玉川ﾀﾞﾑ河川水辺の国勢調査業務（陸上昆虫類等調査）

R3.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
R2.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
R1.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H30.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務【国土交通省東北地方整備局長表彰】
H29.9 成瀬ﾀﾞﾑ環境調査業務
H29.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査業務
H28.10 成瀬ﾀﾞﾑ周辺希少鳥類調査業務【成瀬ﾀﾞﾑ工事事務所長表彰】
H28.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査業務
H27.10 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H27.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務【成瀬ﾀﾞﾑ工事事務所長表彰】
H26.9 成瀬ﾀﾞﾑ周辺希少鳥類調査業務
H26.4 成瀬ﾀﾞﾑ動植物等調査管理業務
H25.10 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務【成瀬ﾀﾞﾑ工事事務所長表彰】

国土交通省　成瀬ダム工事事務所

国土交通省　玉川ダム管理所

環境調査実績表

国土交通省
契　約 件　　名



H20.6 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類調査業務
H19.4 森吉山ﾀﾞﾑ鳥類等調査業務【森吉山ﾀﾞﾑ工事事務所長表彰】
H17.4 森吉山ﾀﾞﾑ動植物等調査業務
H16.4 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類等調査業務
H15.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類等調査業務
H14.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類・植物調査業務
H12.11 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務
H12.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類調査業務
H11.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類調査（その2）業務
H10.4 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類調査業務
H9.5 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類調査業務
H8.6 植物・昆虫調査業務【建設省東北地方整備局長表彰】

H18.4 津軽ﾀﾞﾑ魚介類、底生動物調査業務
H17.3 津軽ﾀﾞﾑ魚介類、底生動物調査業務【国土交通省東北地方整備局長表彰】
H15.12 津軽ﾀﾞﾑ魚介類、底生動物調査検討業務委託

H19.4 月山ﾀﾞﾑ猛禽類調査
H18.4 月山ﾀﾞﾑｷﾞﾌﾁｮｳ・生物・哺乳類・両生類及び爬虫類調査
H18.8 月山ﾀﾞﾑ自然環境調査
H17.5 月山ﾀﾞﾑ自然環境調査（水辺の国勢調査）

H22.5 鳥海ﾀﾞﾑﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ調査
H21.4 鳥海ﾀﾞﾑﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ調査
H19.5 鳥海ﾀﾞﾑﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ調査
H18.9 鳥海ﾀﾞﾑﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ調査

H17.6 最上西部地区環境調査
H17.4 最上西部地区猛禽類調査
H16.11 最上西部地区環境調査業務

R3.4 【共同設計業務】米代川水辺現地調査（魚類）業務
R2.4 【共同設計業務】米代川水辺現地調査（鳥類）業務
H19.1 二ﾂ井～鷹巣環境影響評価方法書（案）作成

H24.4 赤川水辺現地調査(魚類及び底生動物)業務

国土交通省　森吉山ダム工事事務所

環境調査実績表

国土交通省
契　約 件　　名

国土交通省　津軽ダム工事事務所

国土交通省　月山ダム管理所

国土交通省　鳥海ダム調査事務所

国土交通省　山形河川国道事務所

国土交通省　能代河川国道事務所

国土交通省　酒田河川国道事務所



R3.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務
R2.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務
H31.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務
H30.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務
H29.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務
H28.4 十三湖農地防災事業芦野頭首工周辺環境調査業務

H30.5 浅瀬石川二期地区環境配慮計画検討その他業務
H29.4 浅瀬石川二期地区魚道遡上調査その他業務
H26.5 十三湖地区環境配慮調査その他業務
H24.5 十三湖二期地区岩木川水系頭首工地点魚類相調査その他業務
H23.5 平川二期・十三湖二期地区頭首工地点魚類相調査業務

H25.7 旭川地区環境配慮調査その他業務
H25.5 旭川地区あいののﾀﾞﾑ取水隧道等生息状況補足調査業務
H24.7 旭川地区環境配慮計画(案)策定業務
H23.5 旭川地区環境配慮調査業務
H22.7 旭川地区環境配慮その他調査業務
H20.10 横手西部地区環境配慮基礎調査業務

H26.4 平川二期農業水利事業五所川原頭首工魚類調査業務
H25.6 平川二期農業水利事業五所川原頭首工魚類調査業務

H24.5 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工他環境影響調査業務
H23.5 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工環境影響調査業務
H21.5 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工環境影響調査業務
H21.4 岩木川左岸(二期)農業水利事業土淵堰補足環境調査業務
H20.4 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工他環境影響調査業務
H19.4 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工環境影響調査(その2)
H18.11 岩木川左岸(二期)農業水利事業岩木川統合頭首工環境影響調査業務

H19.4 男鹿東部(二期)農地防災事業馬場目川漁業等調査業務
H18.4 男鹿東部(二期)農地防災事業馬場目川漁業等調査業務
H17.4 男鹿東部(二期)農地防災事業馬場目川漁業等調査(その3)
H16.4 男鹿東部(二期)農地防災事業馬場目川漁業等調査(その2)
H15.4 男鹿東部(二期)農地防災事業馬場目川漁業等調査

環境調査実績表

東北農政局
契　約 件　　名

津軽土地改良建設事務所（十三湖農地防災事業建設所）

北奥羽土地改良調査管理事務所

西奥羽土地改良調査管理事務所

平川二期農業水利事業所

津軽農業水利事務所

男鹿東部農地防災事業所



H27.5 横手西部農業水利事業横手西部地区生きもの調査業務
H26.8 横手西部農業水利事業横手西部地区生きもの調査業務
H25.5 横手西部農業水利事業横手西部地区環境調査業務
H25.5 平鹿平野(二期)農業水利事業平鹿平野地区環境調査とりまとめその他業務
H24.8 平鹿平野(二期)農業水利事業工事施工環境保全対策検討業務
H24.6 平鹿平野(二期)農業水利事業成瀬川等魚類調査業務
H24.5 平鹿平野(二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査業務
H23.6 平鹿平野(二期)農業水利事業成瀬川等魚類調査業務
H23.8 平鹿平野(二期)農業水利事業工事施工に伴う環境保全対策
H22.4 平鹿平野(二期)農業水利事業成瀬川等魚類調査業務
H21.7 平鹿平野(一期・二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その8）
H20.5 平鹿平野(一期・二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その7）
H19.4 平鹿平野(一期・二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その6）
H18.5 平鹿平野(一期・二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その5)
H17.6 平鹿平野(一期・二期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その4)
H16.4 平鹿平野(一期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その3)
H15.9 平鹿平野(一期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査(その2)
H15.4 平鹿平野(一期)農業水利事業皆瀬川等魚類調査

R3.4 旭川農業水利事業旭川地区環境配慮調査業務
R2.5 旭川農業水利事業旭川地区環境配慮調査業務
H30.5 旭川農業水利事業旭川地区環境配慮調査業務
H29.4 旭川農業水利事業旭川地区環境配慮調査業務

H28.4 和賀中部農業水利事業和賀中部地区環境調査業務
H27.10 和賀中部農業水利事業和賀中部地区環境調査他業務
H27.5 和賀中部農業水利事業尻平頭首工魚類生態系調査業務
H27.5 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路他ｷﾞﾝﾗﾝ等生息状況
H26.8 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路ｺｳﾓﾘ類保全対策検討
H26.6 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査業務
H26.2 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査(その2)業務
H25.8 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路等ｺｳﾓﾘ保全対策検討業務
H25.6 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査業務
H24.9 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路等ｺｳﾓﾘ保全対策検討その他
H24.4 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類調査業務
H23.10 和賀中部農業水利事業右岸導水幹線用水路等ｺｳﾓﾘ保全対策
H23.4 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査業務
H23.2 和賀中部農業水利事業右岸導水幹線用水路等ｺｳﾓﾘ保全対策
H22.12 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査その2
H22.9 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路ｺｳﾓﾘ類保全対策検討
H22.4 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類追跡調査業務
H21.4 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路猛禽類その他追跡調査業務
H19.4 和賀中部農業水利事業導水幹線用水路他周辺環境調査業務

平鹿平野農業水利事業所

旭川農業水利事業所

和賀中部農業水利事務所

環境調査実績表

東北農政局
契　約 件　　名



R3.4 田沢二期農業水利事業田沢二期地区水生生物等調査業務
R2.4 田沢二期農業水利事業田沢二期地区水生生物等調査業務
H31.5 田沢二期農業水利事業田沢二期地区生態調査業務
H30.5 田沢二期農業水利事業田沢二期地区水生生物等調査業務
H29.5 田沢二期農業水利事業田沢二期地区玉川右岸部魚類調査業務
H28.5 田沢二期農業水利事業田沢二期地区玉川右岸部魚類調査業務
H27.7 田沢二期農業水利事業田沢二期地区生息植物他調査業務
H27.4 田沢二期農業水利事業豊岡地区生息生物状況調査業務
H26.8 田沢二期農業水利事業田沢疏水左岸幹線用水路生息生物保全対策
H25.8 田沢二期農業水利事業第二田沢幹線用水路ﾄﾝﾈﾙ生息生物保全対策検討業務
H24.10 第二田沢幹線用水路大相沢･杉沢ﾄﾝﾈﾙ生息生物保全対策検討業務
H24.8 田沢二期農業水利事業田沢二期地区水質調査業務

H22.10 白雪川地区自然環境等調査業務
H21.7 白雪川地区自然環境等調査業務

H26.7 大潟草原鳥獣保護区ｵｵｾｯｶ生息環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査

環境調査実績表

東北農政局
件　　名

田沢二期農業水利事業所

由利森林管理署

東北地方環境事務所

契　約



H16.12 多自然型川づくり調査とりまとめ業務委託
H16.4 斉内川魚類産卵場調査業務委託
H14.10 多自然型川づくり調査とりまとめ調査業務委託
H14.7 平成14年度白神山地ﾆﾎﾝｻﾞﾙ生息調査業務委託
H14.6 斉内川魚介類調査業務委託
H14.6 斉内川魚類産卵場調査
H13.6 多自然型川づくり調査とりまとめ業務委託
H13.6 河川水辺の国勢調査業務委託（米代川他）
H12.8 河川水辺の国勢調査業務委託（草生津川他）
H8.4 水辺の国勢調査（魚介類）委託
H7.10 夜明島ﾀﾞﾑ環境調査業務委託

R3.9 令和2年度ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
R2.8 令和2年度ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
R1.9 令和元年度ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
R1.6 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
R1.6 令和元年度ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ新ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H30.10 平成30年度ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
H30.6 平成30年度ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ新ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H30.6 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H29.10 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
H29.6 ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ新ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H29.6 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H28.8 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
H28.6 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H28.3 ﾆﾎﾝｻﾞﾙ特定群れ行動調査業務委託
H27.6 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H26.5 自然環境保全地域等調査業務委託
H26.5 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託

H26.2 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H25.9 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H24.10 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H24.10 野生動植物生息生育情報ﾃﾞｰﾀ化業務委託KD24-Y2
H24.7 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H23.9 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H23.8 ﾔﾏﾋﾞﾙ生息域調査業務委託
H22.10 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H21.9 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H20.9 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(特定群れ行動調査)
H19.7 白神山地特定鳥獣保護管理推進事業(追い上げﾓﾃﾞﾙ事業）
H18.7 特定鳥獣保護管理計画ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ手法調査業務委託
H16.8 白神山地ﾆﾎﾝｻﾞﾙ生態調査業務委託
H15.7 白神山地ﾆﾎﾝｻﾞﾙ生態調査業務委託
H12.5 生物多様性基礎調査業務委託
H11.5 生物多様性基礎調査業務委託
H10.5 生物多様性基礎調査事業
H9.6 平成９年度水辺環境生物分布情報整備業務

環境調査実績表

秋田県関係
契　約 件　　名

秋田県　建設部（建設交通部）河川課

秋田県　生活環境部（生活環境文化部）自然保護課

秋田県　生活環境部（生活環境文化部）自然保護課



H27.7 十和田湖水生植物生育状況調査業務委託
H26.7 十和田湖水生植物生育状況調査業務委託
H20.6 環境影響評価追跡調査業務委託
H16.4 秋田県環境保全ｾﾝﾀｰD区処分場環境影響評価追跡調査

H24.4 沈水植物生育調査業務委託
H23.10 湖辺景観生物多様性回復業務委託
H22.9 湖辺景観生物多様性回復業務委託
H21.6 平成21年度八郎湖湖辺環境再生業務委託
H21.7 平成21年度湖辺景観生物多様性回復業務委託

R4.3 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
R3.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
R2.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H31.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H30.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H29.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H28.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H27.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H26.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H25.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H24.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H23.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H22.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査（鳥類）業務委託
H21.5 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査（鳥類）業務委託
H20.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H19.4 大深ﾀﾞﾑ管理用道路環境調査業務委託
H18.5 湯ノ又林道環境調査業務委託

R2.5 大館工業団地植物生息調査業務委託
R1.6 大館工業団地植物生息調査業務委託
H29.6 大館工業団地植物生息調査業務委託
H28.7 大館工業団地植物生息調査業務委託
H27.9 大館工業団地拡張環境調査業務委託
H26.3 大館工業団地拡張自然環境調査業務委託
H21.9 【JV】新規工業団地環境影響評価業務委託

H25.12 田沢湖ｽｷｰ場黒森山ﾓｰｸﾞﾙｺｰｽ立木伐採影響調査業務委託

H20.4 四角井戸ため池地区ため池設計補助業務委託
H15.10 仙北西地区環境調査

秋田県土地改良事業団体連合会

秋田県　生活環境部（生活環境文化部）環境整備課

秋田県　生活環境部（生活環境文化部）八郎湖環境対策室

秋田県　産業労働部（産業経済労働部）公営企業課

秋田県　産業労働部（産業経済労働部）産業集積課（誘致企業室）

環境調査実績表

秋田県関係
契　約 件　　名

秋田県　観光文化スポーツ部　スポーツ振興課



H12.6 36791 自然環境調査業務委託
H12.2 自然環境調査業務委託
H11.9 芋川川づくり基本設計に関する意匠設計競技
H11.7 河川災害復旧関連緊急事業自然環境調査業務委託
H11.6 残土捨場候補地調査業務委託

H8.10 自然生態系調査業務委託

H27.8 【JV】秋田港環境ｱｾｽﾒﾝﾄ業務委託

H21.7 県単港湾整備工事環境生物調査業務

H30.3 能代港第２灰捨護岸建設事業環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H26.6 環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託

H11.4 長木ﾀﾞﾑ建設費猛禽類調査業務委託
H11.4 長木ﾀﾞﾑ建設費猛禽類調査業務委託
H10.4 長木ﾀﾞﾑ建設費猛禽類調査業務委託

H21.4 猛禽類行動圏調査業務委託
H20.7 猛禽類行動圏調査業務委託
H20.3 砂子沢ﾀﾞﾑ猛禽類ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託

大館能代空港建設事務所

秋田港湾事務所

船川港湾事務所

件　　名

能代港湾事務所

長木ダム建設事務所

環境調査実績表

秋田県関係
契　約

芋川災害復旧事務所

砂子沢ダム建設事務所



H30.3 河川環境調査(魚類等)業務委託 楢岡川
H29.3 河川環境調査(魚類等)業務委託 斉内川
H28.5 河川環境調査(魚類等)業務委託 斉内川【秋田県優良業務表彰】
H24.6 道路環境(動物)調査業務委託
H24.5 玉川河川環境調査業務委託 鎧畑ﾀﾞﾑ
H23.5 玉川河川環境調査業務委託 鎧畑ﾀﾞﾑ
H22.6 玉川河川環境調査業務委託 鎧畑ﾀﾞﾑ
H22.2 玉川河川環境調査業務委託 鎧畑ﾀﾞﾑ
H20.5 河川環境調査業務委託 玉川
H20.2 河川環境調査業務委託 玉川
H17.12 多自然型川づくり調査とりまとめ業務委託 出川他
H17.6 自然環境保全業務委託 出川
H16.7 通常砂防工事砂防環境調査業務委託
H16.3 広域河川改修工事自然環境保全整備工事調査業務
H16.3 雄物川水系(雄物川上流)河川水辺総括資料増刷業務
H15.12 国道道路改築工事道路冬季調査業務委託
H15.8 通常砂防工事砂防環境調査業務委託
H14.12 緊急地方道路整備工事既存ﾎﾞｯｸｽ内大気測定業務委託
H14.10 県単河川改良工事環境調査業務委託
H14.5 統合河川整備事業 環境調査業務委託 土買川
H14.5 広域河川改修工事 環境調査業務委託 淀川他
H13.5 広域河川改修工事 環境調査業務委託
H12.7 広域河川改修工事 環境調査業務委託 桧木内川
H12.7 渓流現況調査業務委託 堀内沢川
H12.6 環境影響調査業務委託 花巻大曲線
H12.5 渓流環境調査業務委託 川口川
H12.4 環境影響調査業務委託 花巻大曲線
H11.7 貴重な動植物とりまとめ業務委託
H11.6 土取場追加調査業務委託 大曲西道路
H11.6 渓流環境事前調査業務（2河川）
H11.5 環境影響調査業務委託 花巻大曲線
H11.5 多自然型川づくり追跡調査業務委託（2河川）
H10.10 渓流環境事前調査業務委託 川口川
H10.6 渓流環境事前調査 堀内沢川
H10.5 多自然型川づくり追跡調査（4河川）
H9.5 多自然型川づくり追跡業務委託 栩平川他
H9.5 渓流環境事前調査業務委託 堀内沢川
H9.4 多自然型川づくり追跡調査業務委託（5河川）
H8.12 多自然型川づくり追跡調査 入見内川
H8.8 国道道路改築工事調査業務委託 国道105号
H8.6 渓流環境事前調査業務委託 堀内沢川
H8.6 多自然型川づくり実施設計業務委託
H8.5 多自然型川づくり追跡調査（5河川）
H7.12 多自然型川づくりﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務 山谷川他
H7.9 多自然型川づくり構想策定業務委託（2河川）
H7.8 多自然型川づくり追跡調査業務委託 見内川他
H7.7 河川水辺の国勢調査委託 淀川
H7.7 河川水辺の国勢調査委託 淀川
H7.6 渓流環境事前調査業務委託 堀内沢川

仙北地域振興局（建設部）

環境調査実績表

秋田県関係
契　約 件　　名



H21.7 仙北西地区農地集積加速化基盤整備第93506号
H21.6 潟尻地区ため池等整備・ため池第91922号
H20.7 仙北西地区経営体育成基盤整備第93401号
H19.8 土崎・小荒川地区経営体育成基盤整備第91403号
H19.5 仙北西地区経営体育成基盤整備93302
H19.4 国見地区経営体育成基盤整備・高度90621
H18.8 土崎・小荒川地区担い手育成基盤整備第91494号
H18.4 仙北西地区担い手育成基盤整備第93202号
H17.4 真崎生態系保全型水田整備第90551号業務委託
H17.4 土崎・小荒川地区生態系保全型水田整備第90351号
H16.6 大浦沼地区担い手育成基盤整備第92323号業務
H16.4 土崎・小荒川生態系保全型水田整備第90341号業務
H16.4 真崎生態系保全型水田整備第90541号業務委託
H16.4 土崎・小荒川地区生態系保全型水田整備第90341号
H14.4 真崎地区生態系保全型水田整備第90521号業務委託
H14.4 土崎・小荒川地区生態系保全型水田整備
H14.4 長楽寺地区生態系保全型水田整備第90221号業務委託

H18.8 団体関連生活道路整備工事道路環境追跡調査業務委託
H17.5 生物移植ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託 内山谷川
H16.6 生物植物等ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託 内山谷川
H15.12 緊急地方道路整備工事騒音振動事前調査業務委託
H14.6 渓流環境調査業務委託 内山谷川
H13.12 鬼首道路環境追跡調査資料整理業務委託
H13.6 通常砂防工事環境調査業務委託 内山谷川
H9.10 多自然型川づくり追跡調査委託 石沢川
H9.7 幡野地区かんがい排水・魚道第95002号業務委託
H8.8 多自然型川づくり追跡調査委託 石沢川
H7.10 多自然型川づくり構想策定委託 石沢川
H7.6 河川水辺の国勢調査委託（2河川）

H25.5 平鹿平野（一期）地区かんがい排水業務委託00207-Y02
H25.5 平鹿平野（二期）地区かんがい排水業務委託00305-Y02
H24.10 平鹿平野（二期）地区かんがい排水業務委託00304-Y03
H24.6 平鹿平野（一期）地区かんがい排水業務委託00206-Y02
H23.11 平鹿平野（一期）地区かんがい排水事業第91502号
H22.5 平鹿平野（一期）地区かんがい排水事業第91402号
H21.5 平鹿平野（一期）地区かんがい排水事業第91302号
H21.5 泉の里地区地域用水環境整備(地域用水環境整備型)第94601号
H20.6 多自然川づくり追跡調査業務委託KA15-Y6横手川
H20.6 ガバ沢沼地区県単土地改良事業調査計画第90002号
H20.5 泉の里地区地域用水環境整備(地域用水環境整備型)第94501号
H20.5 平鹿平野(一期)地区かんがい排水事業(国営付帯)第91202号
H19.11 ガバ沢沼地区土地改良事業調査計画第90003号
H19.5 泉の里地区地域用水環境整備第94401号
H18.7 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H18.4 泉の里地区地域用水環境整備 平鹿町

仙北地域振興局（農林部）（仙北平野農村整備事務所←仙北平野土地改良事務所）

雄勝地域振興局

平鹿地域振興局

件　　名契　約

環境調査実績表

秋田県関係



H17.5 多自然型川づくり追跡調査 横手川
H17.4 泉の里地区地域用水環境整備第94202号業務委託
H16.7 通常砂防工事環境追跡調査業務委託 桧沢
H16.6 泉の里地区地域用水環境整備第94104号業務委託
H16.6 多自然型川づくり追跡調査 横手川
H15.7 環境追跡調査業務委託 桧沢
H14.5 二瀬地区ため池等整備・用排水第94103号業務委託
H14.5 多自然型川づくり追跡調査業務委託
H14.5 環境調査業務委託 横手川
H13.5 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H12.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H11.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H11.5 奥羽南部第４地区農免農道第90303号業務委託
H10.5 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H10.4 雄物川１期地区かんがい排水・魚道第91301号業務委託
H9.5 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H8.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川
H7.10 多自然型川づくり構想策定業務委託 横手川他
H7.9 多自然型川づくり構想策定業務委託 横手川
H7.6 河川水辺の国勢調査 横手川
H7.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 狙半内川
H7.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 横手川

R2.6 河川環境調査業務委託 馬踏川
R1.6 環境影響評価業務委託 川添下浜停車場線
R1.5 環境調査業務委託 秋田天王線
H30.9 環境調査業務委託 秋田天王線
H26.10 植物生息調査業務委託 男鹿半島線
H22.6 河川水辺の国勢調査業務委託 馬場目川水系
H20.6 植物生息調査業務委託 入道崎寒風山線
H19.9 植物生息調査業務委託 入道崎寒風山線
H18.7 植物調査業務委託 男鹿半島線
H18.6 植物生息調査業務委託 男鹿半島線
H17.8 植物生息調査業務委託 男鹿半島線
H17.5 河川水辺国勢調査業務委託 馬踏川他
H17.5 河川水辺国勢調査業務委託 旭川他
H16.11 県単道路災害防除工事植物生息調査業務委託
H16.8 地方道路交付金工事植物生息調査業務委託
H16.4 緊急地方道路整備工事植物生息調査業務
H14.5 河川環境調査業務委託 旭川
H14.4 馬場目川水系主要魚種産卵場調査業務 馬踏川
H13.6 河川水辺環境調査業務委託 太平川
H12.8 河川水辺の国勢調査 馬場目川他
H11.6 多自然型川づくり追跡調査業務委託 岩見川
H7.6 河川局部改良工事調査業務委託 豊川
H7.6 中小河川改良工事調査業務委託（2河川）
H7.6 小規模河川改良工事調査業務委託 馬踏川
H7.6 県単河川改良工事調査業務委託 馬場目川

平鹿地域振興局

秋田地域振興局

環境調査実績表

秋田県関係
契　約 件　　名



R3.5 河川環境調査業務委託 長木川
H29.3 自然環境調査業務委託
H28.8 自然環境調査業務委託
H27.9 自然環境調査業務委託
H20.10 河川環境調査業務委託 阿仁川
H19.12 阿仁川流域調査業務委託
H19.9 河川調査設計業務委託19災8002-YR 阿仁川
H18.11 多自然型川づくり調査取りまとめ業務委託
H18.5 総合流域防災事業河川水辺環境調査（魚介類調査）米代川水系
H10.3 県単河川改良工事環境調査業務委託（長木川）
H10.3 県単河川改良工事河川事業構想作成業務委託（引欠川他）

H14.5 広域基幹河川改修工事環境調査業務委託 熊沢川他
H13.5 広域河川改修工事河川水辺環境調査業務委託

H25.3 三種川河川環境調査業務委託
H24.7 環境調査業務委託
H24.5 外ノ沢地区生物多様性対応基盤整備促進ﾊﾟｲﾛｯﾄ業務委託00105-Y01
H23.5 外ノ沢地区生物多様性対応基盤整備促進ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業第91401
H21.5 外ノ沢地区生物多様性対応基盤整備促進ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業第91202
H21.7 小友沼2期地区ため池等整備･ため池第91152号業務委託
H20.11 外ノ沢地区生物多様性対応基盤整備促進ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業第91102号業務委託
H20.7 小友沼地区ため池等整備・ため池第98501号業務委託
H19.8 小友沼２期地区ため池等整備・ため池第91131号業務委託
H19.6 経営体育成基盤整備事業（区画）第91563号大台野
H18.5 大台野地区担い手育成基盤整備第91552号業務委託
H18.5 総合流域防災事業河川環境調査業務委託
H18.5 小友沼ため池等整備・ため池第98301号業務委託
H17.5 小友沼ため池等整備・ため池第98201号業務委託
H17.4 大台野地区生態系保全型水田整備第91503号
H16.5 大台野地区生態系保全型水田整備第91502号
H16.4 小友沼ため池等整備・ため池第98101号業務委託
H15.7 大台野地区生態系保全関係調査第91501号業務委託
H10.7 多自然型川づくり追跡調査業務委託 藤琴川
H9.5 多自然型川づくり追跡調査 藤琴川
H9.5 多自然型川づくり追跡調査 塙川
H9.5 多自然型川づくり追跡調査 粕毛川
H8.10 多自然型川づくり構想策定業務委託 竹生川
H8.7 河川局部改良工事　詳細設計業務委託 藤琴川
H8.7 多自然型川づくり追跡調査 藤琴川
H8.7 多自然型川づくり追跡調査 塙川
H8.7 多自然型川づくり追跡調査 粕毛川
H8.6 基本構想策定業務委託 藤琴川
H8.2 多自然型構想詳細委託 三種川
H7.12 河川水辺の国勢調査委託 三種川他3河川
H7.6 河川局部改良工事事前調査委託 塙川
H7.6 河川局部改良工事事前調査委託 藤琴川
H7.6 河川水辺の国勢調査 三種川（2件）

北秋田地域振興局

鹿角地域振興局

山本地域振興局

契　約 件　　名

環境調査実績表

秋田県関係



R1.6 立石堰地区ため池等整備(用排水)業務委託00904-Y01
R1.6 自然観察会業務委託
H30.6 柴野地区農地集積加速化基盤整備業務委託05106-Y02
H30.6 立石堰地区ため池等整備(用排水)業務委託00903-Y01
H30.6 自然観察会業務委託
H29.6 自然観察会業務委託
H28.7 立石堰地区ため池等整備(用排水)業務委託00901-Y04
H28.7 柴野地区農地集積加速化基盤整備業務委託05104-Y05
H28.6 自然観察会業務委託
H27.6 自然観察会業務委託
H26.6 自然観察会業務委託
H26.3 河川環境調査(魚類等)業務委託 桂川
H25.5 自然観察会業務委託
H24.6 自然観察会業務委託
H23.6 自然観察会業務委託
H22.6 自然観察会業務委託
H22.6 河川水辺の国勢調査業務委託
H21.7 自然観察会業務委託 子吉川他
H20.6 自然観察会業務委託 子吉川他
H19.7 自然観察会業務委託 芋川他
H18.6 自然観察会業務委託 芋川他
H17.6 自然観察会業務委託 芋川他
H17.5 大沢川環境調査業務委託 大沢川
H17.5 水辺環境調査業務委託 芋川
H16.7 県単河川改良工事いこいの水辺資料作成業務委託
H16.6 水生生物による水質調査支援業務
H16.3 広域河川改修工事河川環境調査業務委託
H15.9 植物ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託 芋川
H12.2 環境調査業務委託 君ヶ野川
H10.10 多自然型構想策定業務委託 芋川
H10.5 環境調査検討業務委託 君ヶ野川
H10.5 多自然型河川調査業務委託 子吉川他1河川
H9.8 多自然型河川調査業務委託 子吉川
H9.5 多自然型河川調査業務委託 君ヶ野川
H8.6 多自然型河川調査業務委託 大沢
H8.6 多自然型河川調査業務委託 小関川
H8.6 多自然型河川調査業務委託 子吉川他
H8.5 多自然型河川調査業務委託
H7.6 河川調査業務委託 芋川
H7.6 河川調査業務委託 子吉川
H7.6 河川調査業務委託 大沢川
H7.6 河川調査業務委託 子吉川

環境調査実績表

秋田県関係
契　約 件　　名

由利地域振興局



R1.8 令和元年度ｶﾜｳ被害調査業務委託
H30.8 平成30年度ｶﾜｳ調査業務委託
H29.7 H29ｶﾜｳ被害調査
H28.8 H28ｶﾜｳ被害調査
H24.5 特定外来生物調査駆除事業業務委託
H23.4 特定外来生物調査駆除事業業務委託
H22.4 大仙市生物実態調査事業業務委託
H13.5 大曲市生物分布等調査事業　委№１
H12.5 大曲市水環境ﾏｯﾌﾟ作成事業

R2.5 豊かな里山林整備事業（広葉樹林再生事業）業務委託
H9.6 北ノ沢地区ﾎﾀﾙ生息環境調査業務

H27.9 中仙南部生態系保全池再生業務委託
H26.8 中仙南部生態系保全池再生業務委託
H11.10 野田農村公園整備自然環境調査業務委託

H16.9 農村環境計画事業太田町農村環境計画書編集業務委託
H16.9 農村環境計画事業太田町農村環境計画資源調査業務委託
H15.9 農村環境計画事業太田町環境保全基本方針検討業務委託
H15.9 農村環境計画事業農村環境計画策定委員会計画運営業務委託
H15.9 農村環境計画事業既存資料(専門分野)調査業務委託
H14.7 太田町農村環境資源基礎調査業務

H14.9 千屋小学校ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ地下水調査業務委託
H8.10 千畑町ｺﾞﾙﾌ場建設計画に伴う環境影響調査業務委託

H17.5 第4号平成17年度町単事業災害復旧に係る環境調査業務
H14.10 第12号平成14年度町単事業災害復旧に係る環境調査業務
H12.5 平成12年度　町単事業災害復旧に係る環境調査業務委託
H10.8 平成10年度　町単事業災害復旧に係る環境調査業務委託

H12.10 田沢湖流入河川（小川）水性生物・水質調査業務委託
H8.8 刺巻湿原環境調査及び概略設計業務委託
H7.10 刺巻湿原整備基本計画及び現況測量業務

H17.7 桧木内川現況調査（ｱｶｻﾞの生息保全）
H16.7 「緑と水と空気を守る村」調査委託
H14.7 西木村貴重業種概略調査業務
H12.10 田沢湖流入河川（小川）に係る水生生物・水質調査業務委託

環境調査実績表

市町村
契　約 件　　名

大仙市（旧　大曲市）

大仙市（旧　西仙北町）

大仙市（旧　中仙町）

大仙市（旧　太田町）

美郷町（旧　千畑町）

仙北市（旧　角館町）

仙北市（旧　田沢湖町）

仙北市（旧　西木村）



H24.5 大鳥井山遺跡植物調査

H19.9 村づくり交付金事業調査業務委託（農用排7号）
H17.6 ﾄｹﾞｳｵ生息地生息状況調査
H16.4 ﾄｹﾞｳｵ生息地生息状況調査

H23.4 横手市生物実態調査業務委託
H21.10 地域資源（昆虫類標本等資料群）整理事業委託

H12.6 19号　自然休養村管理ｾﾝﾀｰ温泉井改修工事設計業務委託
H11.7 11号　自然休養村管理ｾﾝﾀｰ等給配湯設備改良工事施工監理

H11.8 国見岳ｸﾏﾀｶ生息調査解析業務委託
H10.12 国見岳ｸﾏﾀｶ生息調査業務委託

H11.10 一ノ目潟原水水質調査

H10.7 大潟村西地区環境調査業務委託

Ｒ2.3 秋田市北部地域のため池等春の昆虫の自然環境調査補完調査
R1.6 秋田市北部地域のため池等春の昆虫の自然環境調査補完調査
H31.4 自然環境調査（ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ群生地）業務委託
H30.6 秋田市北部地域のため池等春の植物の自然環境調査補完調査
H30.4 ﾐｽﾞﾊﾞｼｮｳ群生地調査（水文調査）業務委託
H29.8 秋田市北部地域のため池等夏の植物の自然環境調査補完調査
H27.5 海岸砂丘における昆虫の自然環境ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H22.4 河辺･雄和地区自然環境現況調査業務委託
H21.9 河辺･雄和地区自然環境調査業務委託
H16.5 秋田市自然環境調査業務

H10.9 桧山川運河多自然型川づくり詳細設計業務委託

H16.4 五城目町貴重生物生息調査

横手市（旧　横手市）

横手市（旧　平鹿町）

環境調査実績表

市町村
契　約 件　　名

横手市（旧　増田町）

湯沢市（旧　雄勝町）

湯沢市（旧　稲川町）

男鹿市

大潟村

秋田市

能代市

五城目町



R3.4 獅子ヶ鼻湿原環境調査
R3.4 象潟前川地区基盤整備事業　基盤整備に伴う地域環境調査業務委託
R3.2 象潟・前川地区基盤整備事業　基盤整備に伴う地域環境調査業務委託
R2.5 天然記念物緊急調査事業　獅子ヶ鼻湿原環境調査
H20.4 平成20年度獅子ヶ鼻湿原緊急環境調査業務
H19.7 平成19年度獅子ヶ鼻湿原緊急環境調査業務
H18.7 平成18年度獅子ヶ鼻湿原緊急環境調査業務

H28.8 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務
H27.8 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務
H26.10 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務

環境調査実績表

市町村
契　約 件　　名

にかほ市

大館市



環境調査(騒音･振動･大気･日照･水質･土壌)実績表

〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



H22.6 湯沢国道管内騒音実態調査
H19.8 湯沢管内道路環境調査業務
H19.4 成瀬ﾀﾞﾑ希少鳥類調査業務
H18.7 鬼首道路環境追跡調査検討業務
H16.9 御嶽平造成工事に伴う騒音・振動調査
H15.6 仮）御嶽平土取り工事に伴う生活環境調査（現況）

H15.3 森吉山ﾀﾞﾑ猛禽類等調査業務

H14.3 湯田ﾀﾞﾑ雪害対策調査（その2）
H14.1 湯田ﾀﾞﾑ雪害対策調査

H21.9 交通騒音実態調査

H21.9 新規工業団地環境影響調査業務委託

H24.9 土壌調査業務委託
H24.3 土壌調査業務委託
H15.12 国道道路改築工事道路冬季調査業務委託
H14.12 緊急地方道路整備工事既存ﾎﾞｯｸｽ内大気測定業務委託
H10.6 通常砂防工事土壌調査業務委託（大又沢川）田沢湖町
H10.6 通常砂防工事土壌調査業務委託（雫田沢川）角館町
H10.1 通常砂防工事土壌及び水質調査業務委託（大又沢川）田沢湖町

H14.5 ほ場整備におけるｲﾊﾞﾗﾄｲﾖ保全に関する地下水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査業務委託

R1.6 環境影響評価業務委託 川添下浜停車場線
R1.5 環境調査業務委託 秋田天王線
H30.9 環境調査業務委託 秋田天王線
H21.7 道路環境調査業務委託 秋田天王線
H21.4 騒音及び振動調査業務委託 秋田天王線
H20.8 道路環境調査業務委託 秋田天王線
H20.2 土壌調査業務委託
H19.7 道路環境調査業務委託 羽立ﾊﾞｲﾊﾟｽ
H16.6 高速交通関連道路整備工事騒音振動調査業務委託

R1.11 地方道路交付金事業(改築)気象調査検討業務委託
H24.7 道路環境調査業務委託
H24.3 環境（振動）調査･解析業務委託
H23.6 道路環境調査業務委託
H22.7 道路環境調査業務委託

環境調査（騒音･振動･大気･日照･水質･土壌）実績表

国・県
契　約 件　　名

秋田県  山本地域振興局

国土交通省  湯沢河川国道事務所

秋田県 秋田地域振興局

国土交通省  北上川ダム統合管理事務所

国土交通省  森吉山ダム工事事務所

秋田県 仙北地域振興局　農林部（仙北平野農村整備事務所←仙北平野土地改良事務所）

国土交通省  仙台河川国道事務所

秋田県 仙北地域振興局　建設部

秋田県 産業労働部（産業経済労働部）産業集積課（誘致企業室）



H27.11 冬期気象調査検討業務委託
H26.10 冬期気象調査検討業務委託
H24.1 道路冬期対策施設調査･検討業務
H22.12 防雪柵詳細設計業務委託
H15.7 通常砂防工事　環境追跡調査業務委託
H12.8 奥羽南部第4地区　農免農道第90403号業務委託
H11.9 奥羽南部第4地区　農免農道第90305号業務委託

H28.7 床舞地区特定農業用管水路等特別対策業務委託00403-Y02
H24.11 道路冬期対策調査･検討業務委託
H22.12 道路冬期対策施設調査･検討業務委託
H19.6 地方道路交付金工事道路環境(騒音･振動)調査業務委託
H18.9 地方道路交付金工事風向・風速調査業務委託
H18.4 地方道路交付金工事騒音振動調査業務委託
H17.7 地方道路交付金工事騒音振動調査業務委託
H16.10 地方道路交付金工事騒音振動調査業務委託
H15.12 緊急地方道路整備工事騒音振動事前調査業務委託
H14.6 通常砂防工事渓流環境調査業務委託

R2.11 気象調査検討業務委託
H24.12 道路冬期対策調査･検討業務委託
H22.11 防雪柵詳細設計業務委託
H19.12 防雪柵詳細設計業務委託
H18.12 防雪柵詳細設計業務委託
H17.12 防雪柵詳細設計業務委託 国道105号

H20.7 県単港湾整備工事 能代市落合

H14.4 用排水路水質調査業務

H14.6 唐白天地区ほ場整備事業土壌調査

秋田県  雄勝地域振興局

秋田県土地改良事業団体連合会

仙北平野土地改良区

秋田県  由利地域振興局

秋田県  能代港湾事務所

秋田県  平鹿地域振興局

環境調査（騒音･振動･大気･日照･水質･土壌）実績表

国・県
契　約 件　　名



H23.4 水田土壌調査業務委託
H20.6 杉沢地区土壌調査業務委託
H20.2 土壌汚染調査業務委託
H20.1 土壌汚染調査業務委託
H15.10 苅谷沢地内土壌分析調査業務委託（旧協和町）
H7.7 上桧木内地区温泉開発調査業務委託

H14.9 千屋小学校ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ地下水調査業務委託（旧千畑町）

H20.1 合産道委第4号松ヶ丘団地振動対策調査業務委託

H19.12 都計-9富士見大橋地下道雪対策調査業務
H19.11 富士見大橋地下道雪対策調査業務
H14.10 集落案内標識ﾃﾞｻﾞｲﾝ設計業務委託（旧平鹿町）

H26.12 克雪住宅モデル地区気象観測等調査業務委託

H22.4 水田土壌調査業務委託（杉沢地区）
H21.4 水田土壌調査業務委託（杉沢地区）

H26.2 土壌汚染状況調査業務(南街区)

R2.6 新大曲仙北広域中央し尿処理センター施設整備に係る生活環境影響調査業務委託

東成瀬村

大仙市西仙北土壌汚染防止対策協議会

環境調査（騒音･振動･大気･日照･水質･土壌）実績表

市町村
契　約 件　　名

大曲通町地区市街地再開発組合

大曲仙北広域市町村圏組合

大仙市

美郷町

北秋田市

横手市



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

地質・土質調査実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



発注者 件　　　　名

R3.10 北秋田地域振興局 水源地調査業務委託
R3.9 仙北地域振興局 六郷西部第2地区ほ場整備調査計画業務委託
R3.9 仙北地域振興局 内小友西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R3.9 仙北地域振興局 金沢地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R3.9 仙北地域振興局 秋田第9(仙北)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
R3.8 由利地域振興局 地質調査業務委託
R3.6 湯沢河川国道事務所 八幡平山系既存ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱ整理作業
R2.11 仙北地域振興局 地質調査業務委託 田沢湖畔線
R2.11 仙北地域振興局 金沢地区農地防災調査計画業務委託
R2.7 鹿角地域振興局 土砂災害防止法に基づく基礎調査(2巡目)業務委託
R2.6 県教育庁 大曲高等学校整備事業地質調査業務委託
R2.4 秋田地域振興局 軟弱地盤対策工法修正解析業務委託
R1.10 北秋田地域振興局 水源地調査計画業務委託
R1.8 鹿角地域振興局 土砂災害防止法に基づく基礎調査(2巡目)業務委託
R1.8 仙北地域振興局 生保内南地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R1.8 仙北地域振興局 秋田第6(仙北)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
R1.7 山本地域振興局 小堤地区ため池等整備(ため池)業務委託
R1.7 秋田港湾事務所 地質調査・磁気探査業務委託
H31.3 雄勝地域振興局 土砂災害防止法基礎調査事業基礎調査業務委託
H30.11 平鹿地域振興局 【JV】秋田第6(平鹿)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
H30.10 秋田港湾事務所 地質調査・磁気探査業務委託
H30.9 仙北地域振興局 地質調査業務委託 土買川
H30.8 雄勝地域振興局 風谷地区ため池等整備(ため池)業務委託03701-Y02
H30.7 山本地域振興局 お堂堤地区ため池等整備(ため池)業務委託03201-Y01
H30.6 秋田河川国道事務所 大須郷地区地質調査
H30.6 秋田地域振興局 地質調査業務委託 新波川
H30.6 仙北地域振興局 地質調査業務委託 土買川
H30.6 雄勝地域振興局 土砂災害防止法基礎調査事業基礎調査業務委託【秋田県優良業務表彰】
H30.3 鹿角地域振興局 土砂災害防止法に基づく基礎調査業務委託
H30.3 仙北地域振興局 地質調査業務委託 白岩角館線(大威徳橋)
H30.2 秋田港湾事務所 磁気探査業務委託
H30.1 山本地域振興局 小町地区農地防災調査計画業務委託
H29.10 仙北地域振興局 地質調査業務委託8006-Y202土買川
H29.6 仙北地域振興局 金沢地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H28.11 仙北地域振興局 稲沢地区戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託
H28.10 秋田地域振興局 秋田第4(秋田)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
H28.9 秋田地域振興局 地質調査業務委託 能代五城目線
H28.9 北秋田地域振興局 地質調査業務委託 下内川
H28.9 雄勝地域振興局 風谷地区農地防災調査計画業務委託11401-Y01
H28.7 雄勝地域振興局 床舞地区特定農業用管水路等特別対策業務委託00403-Y02
H28.6 秋田地域振興局 軟弱地盤解析業務委託 馬踏川
H28.6 平鹿地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 野崎十文字線
H28.6 秋田地域振興局 地質調査業務委託 馬場目川
H28.5 仙北地域振興局 地質調査業務委託 田沢湖西木線
H28.2 仙北地域振興局 地質調査業務委託 斉内川
H27.12 秋田地域振興局 地質調査業務委託 入道崎寒風山線
H27.11 仙北地域振興局 大神成地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H27.9 仙北地域振興局 地質調査業務委託 白岩角館線(大威徳橋)
H27.9 仙北地域振興局 地質調査業務委託 土買川
H27.8 仙北地域振興局 強首地区農地集積加速化基盤整備業務委託

地質･土質調査実績表

国・県
契　約



発注者 件　　　　名

H27.7 仙北地域振興局 地質調査業務委託 斉内川他
H27.5 由利地域振興局 地質調査業務委託 (主)秋田雄和本荘線
H26.12 仙北地域振興局 地質調査業務委託 谷地村沢
H26.12 秋田地域振興局 地質調査業務委託 払戸琴川線
H26.10 仙北地域振興局 震災対策農業水利施設整備業務委託
H26.6 鳥海ﾀﾞﾑ調査事務所 鳥海ﾀﾞﾑ地質調査
H26.6 仙北地域振興局 地質調査業務委託 角館六郷線
H26.4 北秋田地域振興局 土取場選定調査業務委託
H25.11 湯沢河川国道事務所 雄物川中流部地質調査業務
H25.9 仙北地域振興局 地質調査業務委託 白岩角館線(大威徳橋)
H25.7 雄勝地域振興局 湯沢地区農業水利施設長寿命化対策支援業務委託
H25.3 仙北地域振興局 秋田第1(仙北)地区震災対策農業水利施設整備業務委託
H25.3 県教育庁 大曲農業高等学校地質調査業務委託
H24.7 由利地域振興局 地質調査業務委託 衣川他
H24.6 仙北地域振興局 地質調査業務委託 福部内川
H24.3 北秋田地域振興局 地質調査業務委託 小阿仁川
H24.3 北秋田地域振興局 地質調査業務委託 大館能代空港西線
H23.12 秋田県教育庁 大曲工業高等学校実習棟･体育館改築事業地質調査
H23.12 仙北地域振興局 地質調査業務委託 谷地村沢
H23.11 秋田地域振興局 地質調査業務委託 白山川
H23.10 仙北地域振興局 地質調査業務委託 国道341号
H23.8 平鹿地域振興局 地質調査業務委託 黒沢川
H23.8 仙北地域振興局 地質調査業務委託 本荘西仙北角館線
H23.6 由利地域振興局 大谷地区水田農業経営確立排水対策事業第90512号
H23.5 平鹿平野農業水利事業所 平鹿平野(二期)農業水利事業幹線用水路土質試験
H23.2 仙北地域振興局 大畑地区農地集積加速化基盤整備第93215号
H22.11 北秋田地域振興局 地質調査業務委託 大館処理ｾﾝﾀｰ
H22.9 山本地域振興局 地質調査業務委託 三種川
H22.7 仙北地域振興局 地質調査業務委託 楢岡川
H22.6 秋田県営繕課 小型風力発電設備設置地質調査業務委託
H22.2 山本地域振興局 地質調査業務委託 三種川
H21.11 北秋田地域振興局 地質調査業務委託 二ツ井森吉線
H21.7 平鹿地域振興局 地質調査業務委託 山内大松川
H21.5 雄勝地域振興局 皿ヶ台地区 土地改良事業調査計画業務委託90001
H20.12 秋田県誘致企業室 新規工業団地地質調査業務委託
H20.12 秋田県土地連 皆別当地区地質･土質調査業務委託92912
H20.11 秋田県土地連 皆別当地区地質･土質調査業務委託92912
H20.10 仙北地域振興局 地質調査業務委託 楢岡川
H20.6 雄勝地域振興局 国道特殊改良一種事業地質調査業務委託
H20.2 北秋田地域振興局 地すべり指定申請書作成業務委託
H19.9 北秋田地域振興局 長野沢地区ため池緊急整備調査業務委託90004
H19.8 北秋田地域振興局 地質調査業務委託
H19.5 秋田地域振興局 猿田沢地区ため池等整備･ため池94532
H18.12 秋田地域振興局 地質調査業務委託 男鹿半島線
H18.11 仙北地域振興局 地質調査業務委託 古城山地区/角館
H18.8 由利地域振興局 地質調査業務委託 由利本荘市
H18.7 仙北地域振興局 地質調査業務委託 玉川
H18.6 仙北地域振興局 地質調査業務委託 淀川
H18.1 北秋田地域振興局 道路橋りょう調査費地質調査業務委託
H17.10 秋田県土地連 峰吉川地区地質調査補助業務委託
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H17.10 仙北平野農村整備事務所 六郷西部担い手育成基盤整備第92226号
H17.8 秋田地域振興局 猿田沢ため池等整備・ため池第94511号
H17.7 雄勝地域振興局 西又地区ため池等整備・ため池第96102号
H17.6 仙北地域振興局 地質調査業務委託 玉川
H17.12 湯沢河川国道事務所 管内冬期現況調査業務委託
H17.1 仙北平野土地改良事務所 六郷西部担い手育成基盤整備第92202号
H17.1 北秋田地域振興局 道路橋梁調査費地質調査業務委託
H16.11 中央流域下水道事務所 秋田湾雄物川流域下水道工事（臨海）地質調査
H16.10 湯沢河川国道事務所 花館地区地質調査
H16.9 平鹿地域振興局 泉の里地区地域用水環境整備第94105号
H16.8 秋田県土地連 田ノ尻地区地質調査補助業務委託
H16.7 雄勝地域振興局 西又地区ため池等整備事業第90002号
H16.7 仙北地域振興局 大滝沢地区ため池等整備・ため池第91631号
H16.6 秋田地域振興局 猿田沢ため池等整備事業調査第90006号業務
H16.1 南部流域下水道事務所 秋田湾雄物川流域下水道工事(大曲)地質調査
H16.5 仙北地域振興局 国道道路改築工事地質調査業務委託 
H15.7 仙北地域振興局 広域河川改修工事地質調査業務委託 
H15.6 仙北地域振興局 大滝沢地区ため池等整備・ため池第91622号
H15.6 山本地域振興局 地方特定道路整備工事地盤調査業務委託 
H15.5 湯沢河川国道事務所 淀川地区地質調査業務
H15.3 仙北建設事務所 ほ場整備関連整備工事 地質調査業務委託
H15.3 湯沢工事事務所 関口地区地盤調査（関口地区地質解析等調査）
H15.3 湯沢工事事務所 関口地区地盤調査（関口地区地質試験調査）
H15.3 湯沢工事事務所 関口地区地盤調査（三関地区地質調査）
H14.12 仙北建設事務所 緊急地方道路整備工事既存ﾎﾞｯｸｽ内大気測定
H14.12 由利総合農林事務所 金浦漁港（特定）地域水産物供給基盤第92045号
H14.12 南部流域下水道事務所 県単秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲） 
H14.11 能代工事事務所 土質ﾃﾞｰﾀ整理
H14.11 能代工事事務所 樋門検討ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H14.9 能代工事事務所 桧山川樋門ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H14.9 能代工事事務所 中川原地区ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H14.8 秋田県土地連 大曲西部地区1工区地質調査補助業務委託
H14.7 湯沢工事事務所 桑崎地区地盤調査業務
H14.10 秋田県土地連 中仙南部地区実施設計補助業務委託
H14.7 鹿角建設事務所 福士川地質調査業務委託 
H14.7 秋田県土地連 太田今泉地区地質調査補助業務委託
H14.7 秋田県労働政策課 秋田県立県南技術専門校（仮称）地質調査業務委託
H14.6 秋田建設事務所 広域河川改修工事土質調査業務委託 
H14.6 山本地域振興局 地方特定道路整備工事地盤調査 
H14.6 仙北総合農林事務所 大滝沢地区ため池等整備・ため池第91602号業務委託
H13.12 秋田県土地連 白岩第一（2）地区地質調査補助業務委託
H13.9 湯沢工事事務所 小野地区地盤調査【湯沢工事事務所長表彰】
H13.8 秋田県土地連 下タ野地区地質調査補助業務委託
H13.3 秋田県教育庁 秋田県立総合武道館（仮称）地質調査業務委託
H13.2 仙北建設事務所 県単道路改築工事地質業務委託 国道105号
H13.1 由利建設事務所 県単河川改良工事　地質調査業務委託
H12.11 湯沢工事事務所 下関地区地盤調査ほか
H12.11 由利総合農林事務所 金浦漁港漁港修築事業　第92025号業務委託
H12.11 湯沢工事事務所 高松川橋その他地盤調査
H12.11 仙北建設事務所 交通安全施設等整備工事地質調査業務委託
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H12.10 秋田県土地連 小神成地区地質調査業務委託
H12.10 平鹿総合農林事務所 朴田沼地区ため池等整備第91411号業務委託
H12.10 仙北平野土地改良事務所 ほ場整備におけるｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ保全に関するﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H12.9 湯沢工事事務所 雄勝地区地表地質資料作成業務
H12.9 秋田総合農林事務所 井川東部担い手育成基盤整備事業
H12.8 湯沢工事事務所 安田地区他地盤調査
H12.8 秋田県土地連 小神成地区地質調査業務委託
H12.7 平鹿総合農林事務所 鉢山地区ため池等整備事業調査第90002号
H12.7 由利総合農林事務所 金浦漁港漁港関連整備事業第92022号業務委託
H12.6 仙北総合農林事務所 黒森2期地区一般農道整備・広域第97103号
H12.6 由利建設事務所 河川局部改修工事　地質調査業務委託
H12.6 秋田総合農林事務所 浜井川地区担い手育成基盤整備第92602号業務委託
H12.6 三陸国道工事事務所 大船渡三陸道路地盤調査
H12.1 平鹿土木事務所 通常砂防工事地質調査業務委託
H11.11 湯沢工事事務所 雄勝地区植物等調査
H11.9 仙北建設事務所 地方特定道路整備工事地質調査業務委託
H11.8 日本道路公団（下請） 日本海沿岸道路地質調査
H11.8 芋川災害復旧事務所 災害復旧助成事業地質調査業務委託
H11.7 雄勝土木事務所 国道道路改築工事地質調査業務委託
H11.6 仙北土木事務所 地下水調査業務委託
H11.6 芋川災害復旧事務所 芋川残土捨場候補地調査業務委託
H10.8 平鹿農林事務所 鉢山地区地すべり対策第92502号業務委託
H9.12 仙北農林事務所 仙北北部第2地区広域営農団地地質調査
H9.8 仙北土木事務所 国道道路改築工事地質調査業務委託
H8.7 雄勝土木事務所 国道道路改築工事地質調査
H8.5 仙北平野土地改良事務所 奥羽北部2期地区地質調査
H7.1 北上川下流河川事務所 吉田川上流地質調査
H6.7 摺上川ﾀﾞﾑ（下請） 摺上川ﾀﾞﾑ堤体材料地質調査
H5.12 協和ﾀﾞﾑ事務所 協和ﾀﾞﾑ道路地質調査
H5.10 仙北土木事務所 地質調査
H5.8 仙北土木事務所 国道改良工事地質調査（国道341号）
H4.10 仙北土木事務所 国道改良工事地質調査（国道341号）
H3.11 胆沢ﾀﾞﾑ（下請） 胆沢ﾀﾞﾑ付帯国道397号地質調査
H2.3 紀伊丹生川ﾀﾞﾑ（下請） 紀伊丹生ﾀﾞﾑ地質調査
S61.9 月山ﾀﾞﾑ（下請） 月山ﾀﾞﾑ横沢橋地盤調査
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R3.12 東成瀬村 村道宮田上林線道路改良地質調査業務委託
R3.6 大仙市 大仙市営水産ふ化場移転改築等可能性調査業務委託
R3.4 大仙市 内小友地区地盤調査業務委託
R3.2 大仙市 多目的人工芝ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等整備地質調査業務委託
R2.9 大仙市 林地開発予定地地質調査業務委託
R2.8 大仙市 中山地区水道未普及地域解消工事地質調査業務委託
R2.7 大曲仙北広域市町村圏組合 新大曲仙北広域中央し尿処理ｾﾝﾀｰ施設整備に係る地質調査業務委託
R1.6 横手市 市道新関中央線土質試験業務委託
H30.12 大仙市 西仙北中央公民館改築工事地質調査業務委託 第二工区
H30.9 大仙市 協和南部地区簡易水道配水管更新工事地質調査業務委託
H30.6 大仙市 西仙北中央公民館改築工事地質調査業務委託
H30.6 仙北市 市道夏瀬線道路災害復旧地質調査業務委託
H29.6 大仙市 協和南部簡易水道管路更新事業地質調査業務委託
H29.4 仙北市 庁舎建設地質調査業務委託
H28.8 仙北市 内川橋地盤調査及び測量業務委託
H28.5 大仙市 豊岡地区簡易水道電気探査業務委託
H28.4 大曲仙北広域市町村圏組合 消防本部･大曲消防署新庁舎建設事業地質調査業務委託
H27.11 仙北市 社会資本整備総合交付金事業岩瀬北野線土質試験
H27.8 大仙市 協和中央地区簡易水道整備事業配水池等地質調査
H27.7 由利本荘市 西目分署建設地質調査業務委託
H27.6 大仙市 宇津台浄水場地内土質試験業務
H27.1 大仙市 久保関古館線CBR試験業務委託
H27.1 大仙市 天神前市営住宅内市道改良工事CBR試験業務委託
H26.11 大仙市 神岡児童ｸﾗﾌﾞ新築工事土質調査業務
H26.9 仙北市 田沢湖ｸﾆﾏｽ未来館地盤調査
H26.9 大仙市 淀川地区簡易水道事業ﾎﾟﾝﾌﾟ室地質及び地下水調査
H26.8 大仙市 柵の湯正面駐車場動態観測業務委託
H26.6 北秋田市 北部･中部地質調査業務委託（鷹巣処理区）
H26.5 大仙市 仙北中央地区簡易水道事業水源予備調査業務委託
H25.12 仙北市 角館上水道拡張工事地質調査業務委託
H25.12 仙北市 中川地区地質調査業務委託
H25.11 仙北市 田沢湖黒沢地区誘致企業地質調査業務
H25.10 大仙市 大台ｽｷｰ場湧水対策調査業務
H25.9 大仙市 都市計画道路中通線土質試験業務委託
H25.9 大仙市 協和中央地区簡易水道整備事業地質調査業務委託
H25.8 大仙市 5-2街区他整地工事地質調査業務委託
H25.8 大仙市 宇津台浄水場更新に係る地質調査業務委託
H25.8 大仙市 公共下水道地質調査業務委託
H25.7 大仙市 市道高野高田線CBR試験
H25.6 大仙市 淀川地区簡易水道事業電気探査業務委託
H25.6 大仙市 千着地区農業体質強化基盤整備促進事業地質調査業務委託
H25.5 大仙市 (仮称)花園児童ｸﾗﾌﾞ新築工事土質調査業務
H25.4 横手市 赤坂総合公園1号調整池地質調査
H25.4 横手市 前郷墓園便所建築工事
H24.11 大曲仙北広域市町村圏組合 新火葬場建設用地地質調査業務委託
H24.11 大仙市 西部学校給食ｾﾝﾀｰ敷地地質調査業務委託
H24.6 大仙市 北野目･戸川1号線軟弱対策調査業務委託
H24.6 大仙市 JR横断部公共下水道地質調査業務委託
H24.5 大仙市 横沢地域地質調査業務委託
H23.11 大仙市 中通線・大花線CBR試験業務委託
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H23.11 大仙市 南外1号線地質調査業務委託
H23.9 美郷町 認定こども園建築工事地質調査業務
H23.8 大仙市 道路災害復旧地質調査･設計業務委託
H23.6 大仙市 中仙17号線地質調査業務委託
H22.12 横手市 増田吉野送水ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設予定地地質調査業務
H22.10 大仙市 市道上宇津野･向築･芋台線法面調査業務委託
H22.9 横手市 市道曙町西原線CBR調査業務委託
H22.7 仙北市 下第15号角館地区公共下水道地質調査業務委託
H22.5 上小阿仁村 小田瀬梨ノ木線調査測量設計業務
H21.11 大仙市 角間川地区農業事業処理施設地質調査業務委託
H21.12 北秋田市 阿仁中学校体育館建築工事地質調査業務委託
H22.1 大仙市 観光案内板地盤調査業務委託
H21.11 大仙市 観光案内板設置予定地地質調査業務委託
H21.8 横手市 二井山地区配水ﾎﾟﾝﾌﾟ場建設予定地地質調査業務
H21.8 北秋田市 地盤調査業務委託
H21.5 大仙市 上宇津野･向築茂・芋台線法面調査業務委託
H20.11 大仙市 角間川地区農業集落排水事業処理施設地質調査
H20.10 大仙市 特定環境保全公共下水道事業地下水調査業務委託/南外
H20.10 大仙市 公営住宅地質調査業務
H20.9 大仙市 角間川地区農業集落排水事業地質調査業務委託
H20.8 美郷町 白山畑屋線CBR試験業務委託
H20.6 大仙市 杉沢地区水質調査業務委託
H20.4 仙北市 仙北市上水道石綿ｾﾒﾝﾄ管更新事業に伴う地質調査
H20.3 大仙市 特定環境保全公共下水道事業地質調査業務委託/南外
H19.11 大仙市 仙北中央自動車協業組合地質調査
H19.11 仙北市 下第24号公共下水道事業生保内北部地質調査
H19.9 大仙市 大仙市公共下水道(北楢岡)地質調査業務委託
H19.1 仙北市 公園南1号団地公営住宅建設敷地地盤調査/田沢湖
H18.12 大仙市 まちづくり交付金事業地質調査業務委託/神岡
H18.12 大仙市 農道整備第8号（太田）土質試験業務/太田
H18.12 大仙市 農道整備第7号（新田）土質試験業務/太田
H18.12 美郷町 美郷町公共下水道地質調査業務委託
H18.11 仙北市 下水道単独事業生保内北部地質調査業務/田沢湖
H18.9 大仙市 峰吉川地区汚水処理施設整備地質調査/協和
H18.9 大仙市 宇津野農村公園地盤沈下調査業務/協和
H18.6 大仙市 特定環境保全公共下水道事業地質調査業務委託/南外
H18.6 大仙市 大仙市神岡公共下水道地質調査業務委託/神岡
H18.4 大仙市 協和統合小学校地質調査業務委託/協和
H18.1 美郷町 大坂善知鳥外川原線CBR試験業務委託
H18.1 大仙市 仮称）屋敷後5号線橋梁基礎地盤調査/大曲
H17.11 横手市 鍛冶台線（舗装）CBR試験業務/雄物川町
H17.9 大仙市 北の沢地区住宅用地造成地盤調査/西仙北
H17.9 山内村 村道平野沢線地質調査業務委託
H17.9 大仙市 大坪踏切線地質調査業務/神岡
H17.9 大仙市 市道北野目・戸川1号線軟弱地盤調査解析/西仙北
H17.8 角館町 2007年秋田わか杉国体馬術競技場調査設計等
H17.8 角館町 駅東地区公園･多目的広場地質調査解析業務
H17.8 大仙市 大仙市特定環境保全公共下水道地質調査/南外
H17.7 大仙市 大仙市協和市民体育館建設事業地質調査/協和
H17.7 大仙市 釜坂ﾎﾟﾝﾌﾟ場ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査委託/南外

地質･土質調査実績表

市町村
契　約



発注者 件　　　　名

H17.7 大仙市 公共下水道地質調査業務委託/中仙
H17.6 美郷町 美郷町公共下水道地質調査業務委託
H17.2 太田町 むらづくり交付金農道整備第9号（下南）
H17.2 西仙北町 小杉山地区生涯学習ｾﾝﾀｰ改築工事地質調査
H16.12 田沢湖町 明平農道ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ地盤調査(その2)
H16.10 平鹿町 特定環境保全公共下水道地質調査
H16.10 中仙町 町道二日町石持線構造物基礎地質調査業務
H16.9 角館町 まちづくり交付金事業駅東地区地質調査解析
H16.9 太田町 農道整備第4号（扇畑）土質試験業務委託
H16.8 神岡町 まちづくり交付金事業地質調査業務
H16.8 大曲市 補委－1602号　大曲市総公園地質調査業務
H16.7 角館町 町立角館保育園改築工事地質調査業務
H16.7 田沢湖町 明平農道ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ地盤調査業務
H16.7 西仙北町 地方道路整備臨時交付金事業地質調査
H16.7 角館町 統合小学校建設用地地盤調査業務委託
H16.6 山内村 北地区簡易水道施設整備事業地質調査業務
H16.6 協和町 沢庄地区農業集落排水事業地質調査業務
H16.6 中仙町 極楽野･立石地区配水池地質調査業務委託
H16.5 六郷町 第3号六郷町公共下水道事業地質調査
H16.3 西仙北町 町民体育館建設地盤調査委託業務
H15.12 千畑町 大坂善知鳥外川原線大坂橋地質調査業務
H15.11 山内村 村道平野沢線外１路線CBR試験業務委託
H15.10 大曲市 単委-2307号大曲市公共下水道地質調査
H15.10 協和町 苅谷沢地内土壌分析調査業務委託
H15.10 中仙町 西保育園（仮称）地質調査業務委託
H15.9 大曲市 補委15-02号 大曲西部地区農業集落排水事業
H15.7 西木村 西明寺小学校校舎改築工事地質調査
H15.6 協和町 下淀川地区農業集落排水事業土質調査業務
H15.3 協和町 協和町特定環境保全公共下水道事業土質調査
H15.3 角館町 第8号公共下水道事業下水道管路地盤調査
H14.12 角館町 第12号都市計画街路事業岩瀬北野線地質調査
H14.11 中仙町 公共下水道地質調査
H14.11 六郷町 第27号六郷町公共下水道事業地質調査（補助分）
H14.10 西木村 ﾌｫﾚｽﾄ・ｺﾐｭﾆﾃｨ総合整備事業調査測量設計
H14.10 太田町 農村総合整備統合補助事業集落道整備第6号
H14.9 南外村 南外村簡易水道施設整備事業中央配水池ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H14.9 神岡町 神宮寺地区簡易水道増補改良浄水場地耐力調査
H14.9 中仙町 農村総合整備統合補助事業農道18号CBR試験
H14.9 山内村 村道武道線（第4工区）地質調査業務委託
H14.8 山内村 村道武道線（第3工区）地質調査業務委託
H14.7 西仙北町 ﾕﾒﾘｱ宿泊棟裏山法面測量・調査・設計
H14.7 神岡町 神岡町役場庁舎建設用地地盤調査業務委託
H14.6 千畑町 農林振興総合整備統合補助事業千屋地区第91202号
H14.3 神岡町 公共下水道地質調査業務委託（国補第2号）
H13.10 神岡町 公共下水道地質調査委託業務（国補）
H13.5 南外村 南外村簡易水道施設整備事業ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査委託
H13.3 仙北町 仙北町公共下水道事業地質調査委託業務
H13.5 南外村 林道舗装事業（松木沢線）土質調査委託業務
H13.5 千畑町 配水池建設工事地質調査業務委託
H13.4 協和町 多目的交流施設地質調査業務

地質･土質調査実績表

市町村
契　約



発注者 件　　　　名

H13.1 西仙北町 中山間地域総合整備事業影左衛門畑農道地質調査
H13.1 角館町 平成12年度町単事業下水道管路地盤調査業務委託
H13.1 西仙北町 町道赤坂強首線地質調査委託業務
H12.11 大雄村 平成12年度特定環境保全公共下水道事業地質調査
H12.10 千畑町 給食ｾﾝﾀｰ建設予定地地盤調査業務委託
H12.8 協和町 中央地区簡易水道統合整備事業ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査業務委託
H12.7 神岡町 神岡町町営住宅地盤調査業務
H12.6 山内村 村道雄勝川線地質調査業務委託
H12.6 協和町 林道峰吉川線土質調査業務
H12.6 協和町 協和町中央処理区下水道管渠土質調査業務委託
H12.6 南外村 第1号林道舗装事業(松木沢線)土質調査業務委託
H12.6 協和町 協和町中央処理区下水道管渠土質調査業務委託
H12.6 協和町 水沢地区農業集落排水事業土質調査業務委託
H12.3 雄物川町 特定環境公共下水道地質調査業務委託
H11.10 西仙北町 公共下水道事業刈和野地区地質調査業務委託
H11.1 角館町 古城山配水池地すべり地盤調査委託
H10.10 大曲市 №10中沢工場団地用地事業に伴う地質調査
H10.6 西木村 HA24-Y3国道道路改築工事地質調査業務委託
H10.5 角館町 角館町一般廃棄物最終処分場整備計画に伴う測量・地質調査
H10.6 角館町 県単事業下水道管路地盤調査業務委託
H10.7 大曲市 №10中沢工場団地地質調査業務委託
H10.5 大曲市 大曲市総合公園野球場地質調査業務委託
H9.4 千畑町 千畑ｺﾞﾙﾌ場環境影響調査
H9.12 角館町 菅沢団地法面調査
H6.11 千畑町 町道真昼岳線災害復旧地質調査
H1.4 西木村 災害復旧事業野田尻高線地質調査

市町村
契　約
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大仙市 R4.3 柵の湯温泉源泉井戸洗浄工事

大仙市 R4.1 柵の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換工事

大仙市 R4.2 角間川温泉源泉井戸埋設及び既設ﾎﾟﾝﾌﾟ引上げ・撤去工事

大仙市 R4.2 南外ふるさと館2号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ工事

県　健康福祉部 R4.1 ﾕﾌｫｰﾚ源泉井戸孔内現況ｶﾒﾗ調査委託

大仙市 R3.6 嶽の湯仮設送湯設備設置工事

東成瀬村 R3.9 花葉館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換及び揚湯管更新工事

湯沢市 R3.6 皆瀬6号井･7号井掘削整備工事

大仙市 R3.5 嶽の湯貯湯槽清掃及び揚湯設備点検業務委託

大仙市 R3.5 中里温泉源泉井戸洗浄及び揚湯機械設備更新工事

大仙市 R3.3 中里温泉源泉井戸孔内現況調査業務委託

大仙市 R2.10 協和温泉2号井源泉井戸洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 R2.9 協和温泉2号井源泉井戸仮設ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

仙北市 R2.9 花葉館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事

大仙市 R2.9 西仙北ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ源泉井戸洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 R2.8 嶽の湯貯湯槽清掃及び揚湯設備点検業務委託（その2）

大仙市 R2.7 柵の湯源泉水中ポンプ購入

大仙市 R2.4 嶽の湯貯湯槽清掃及び揚湯設備点検業務委託

大仙市 R2.4 南外ふるさと館１号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 R1.10 かみおか温泉嶽の湯孔内洗浄・送湯設備等工事

大仙市 R1.9 協和温泉1号井送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 R1.8 南外ふるさと館2号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 R1.8 協和温泉1号井源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H30.11 南外ふるさと館源泉１号井揚湯管及び源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H30.10 八乙女温泉水源ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H30.10 かみおか温泉嶽の湯源泉揚湯試験業務委託

温泉工事等実績表
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大仙市 H30.6 ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ源泉揚湯機機材交換工事

大仙市 H30.3 南外生活支援ﾊｳｽ温泉井水中ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ交換修理

大仙市 H29.11 柵の湯源泉井戸揚湯設備調査等業務委託

大仙市 H29.12 西仙北ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ源泉設備調査等業務委託

大仙市 H29.12 柵の湯源泉井戸設備交換等工事

仙北市 H29.10 花葉館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事

東成瀬村 H29.10 やまゆり温泉揚湯機材交換等工事

大仙市 H29.7 中里温泉源泉水位ｾﾝｻｰ設置工事

大仙市 H29.6 西仙北ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ源泉水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H29.5 南外生活支援ﾊｳｽ温泉井水中ﾎﾟﾝﾌﾟ分解点検修理

大仙市 H28.10 中里温泉水位ｾﾝｻｰ購入

仙北市 H28.8 花葉館源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

仙北市 H28.6 花葉館源泉能力確認調査業務

東成瀬村 H27.12 やまゆり温泉送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H26.12 奥羽山荘源泉開発工事（JV）

大仙市 H26.10 西仙北ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ購入

大仙市 H26.9 八乙女温泉さくら荘揚湯管交換工事

大仙市 H26.9 柵の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ引き上げ交換設置工事

大仙市 H26.9 南外ふるさと館外2号井孔内ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ現況調査業務

東成瀬村 H26.2 温泉施設機械設備工事

花葉館 H25.9 源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ入れ替え工事

東成瀬村 H25.8 温泉揚湯設備工事

大仙市 H25.7 かみおか温泉嶽の湯1号井水中ﾎﾟﾝﾌﾟ等引き上げ及びｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

大仙市 H25.7 南外ふるさと館南外1号井坑内ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ現況調査業務委託

ﾕﾒﾘｱ H25.3 ﾕﾒﾘｱ水源設備修繕

東成瀬村 H24.12 ｼﾞｭﾈｽ温泉掘削工事（JV）

発注者 着　手 件　　　　名
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東成瀬村 H24.7 ｼﾞｭﾈｽ温泉源泉調査業務委託

岡田水道 H24.7 ｼﾞｭﾈｽ水道水源工事

大仙市 H24.7 柵の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

大仙市 H24.6 南外生活支援ﾊｳｽ温泉井洗浄工事

大仙市 H24.6 柵の湯源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ引き揚げ分解点検工事

㈱ハチヨウ H24.5 根下戸部落（船場地区）揚湯施設工事

大仙市 H24.4 温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ分解・点検業務（南外生活支援ﾊｳｽ）

花葉館 H24.4 花葉館温泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

大仙市 H23.12 かみおか温泉嶽の湯源泉新設工事（JV）

大仙市 H23.11 ﾕﾒﾘｱ源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕

大仙市 H23.8 協和温泉2号井ﾎﾟﾝﾌﾟ等設置及び井戸洗浄工事

大仙市 H23.7 協和温泉2号井予備ﾎﾟﾝﾌﾟ借上業務

大仙市 H23.7 ﾕﾒﾘｱ源泉井戸洗浄工事

大仙市 H23.7 南外生活支援ﾊｳｽ温泉井揚湯管取替工事

大仙市 H23.5 水沢温泉井ﾎﾟﾝﾌﾟ維持修繕

大仙市 H22.9 嶽の湯源泉改修工事

大仙市 H21.9 嶽の湯ﾎﾟﾝﾌﾟ引き上げ工及び部品修繕工事

大仙市 H21.8 嶽の湯源泉改修工事

仙北市 H21.2 花葉館温泉井戸洗浄工事

大仙市 H21.1 ﾕﾒﾘｱ流量計修繕

大仙市 H20.8 八乙女温泉井戸・ｼｬﾜｰ修繕工事

日本ふるさと計画 H19.9 （仮称）曙山温泉源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

日本ふるさと計画 H19.8 角館曙山水源掘削工事

日本ふるさと計画 H19.3 角館曙山開発工事

仙北市 H19.7 花葉館源泉揚水設備改修工事

大仙市 H19.3 さくら荘ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾑ除去委託（中仙町）

発注者 着　手 件　　　　名
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大仙市 H19.2 ぬく森温泉「ﾕﾒﾘｱ」源泉棟送湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換修繕

大仙市 H19.2 ぬく森温泉「ﾕﾒﾘｱ」源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

大仙市 H19.2 南地域1001温泉井揚湯試験業務委託

大仙市 H18.10 南外ぬくもりの郷源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ修理

大仙市 H18.5 松木田3号温泉予備ﾎﾟﾝﾌﾟ購入

大仙市 H18.5 松木田3号温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務委託

大仙市 H18.3 八乙女温泉さくら荘ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾑ除去（中仙町）

東北商事 H18.3 奥羽山荘3号井戸洗浄工事

大仙市 H18.2 八乙女温泉源泉工事（中仙町）

中仙町 H17.3 ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾑ除去委託

南外村 H17.3 松木田第3号温泉点検業務委託

神岡町 H16.11 嶽の湯源泉水中ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査業務

増田町 H16.7 上畑温泉源泉井戸改修工事

西仙北町 H16.6 ﾕﾒﾘｱ揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ業務

増田町 H16.4 上畑温泉源泉井戸調査業務委託

中仙町 H16.3 ﾊﾞｲｵﾌｨﾙﾑ除去委託

西仙北町 H16.3 ﾕﾒﾘｱ源泉棟流量計修理業務

西仙北町 H15.11 ﾕﾒﾘｱ源泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換業務

南外村 H15.11 松木田第３号温泉ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務

角館町 H15.8 花葉館温泉用ﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検業務委託

角館町 H15.2 ﾚｼﾞｵﾈﾗ症防止緊急対策事業花葉館送湯管敷設工事

南外村 H14.12 松木田第3号温泉揚湯機械設備工事

南外村 H14.8 松木田第3号温泉掘削工事

中仙町 H14.7 八乙女温泉さくら荘源泉ﾎﾟﾝﾌﾟ改修工事

大曲市 H12.10 角間川温泉源泉井補修工事

雄勝町 H12.6 自然休養村管理ｾﾝﾀｰ温泉井改修工事設計業務委託

温泉工事等実績表

発注者 着　手 件　　　　名



雄勝町 H11.7 自然休養村管理ｾﾝﾀｰ等給配湯設備施工監理業務委託

雄勝町 H11.2 自然休養村監理ｾﾝﾀｰ等給配湯設備改良工事設計業務

中仙町 H11.1 八乙女温泉揚湯設備維持修繕工事

H11.1 強首温泉揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

西仙北町 H10.9 ぬく森の丘ﾌﾈｯｻﾝｽ整備事業揚湯施設建設工事

雄勝町 H9.7 温泉ﾌﾟｰﾙ源泉補修工事実施設計業務

西仙北町 H9.1 西仙北町黒森山温泉掘削工事

西木村 H8.6 比内沢地区温泉掘削工事

大曲市 H6.4 角間川温泉源改修工事

太田町 H6.2 奥羽山荘水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

㈱端渓 H5.12 ㈱端渓温泉掘削工事（角館町中町地内）

平鹿町 H5.12 平鹿町温泉泉質詳細調査

角館町 H4.3 ひでこ荘温泉揚湯施設工事

中仙町 H4.2 八乙女温泉源泉水中ﾎﾟﾝﾌﾟ点検業務委託

角館町 H4.1 ひでこ荘温泉揚湯設備工事

平鹿町 H3.8 温泉ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事監理業務

角館町 H3.6 ひでこ荘温泉掘削工事

興亜開発㈱ H2.5 二口温泉掘削工事（宮城県）

増田町 H2.4 温泉揚湯施設設計監理業務

増田町 H1.5 温泉掘削工事設計監理業務

興亜開発㈱ H1.5 釜房憩いの家温泉掘削工事

西木村 H1.6 西木荘揚湯試験

太田町 H1.7 奥羽山荘井戸洗浄工事

温泉工事等実績表

発注者 着　手 件　　　　名

西仙北町
観光開発㈱



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

水源工事実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



国･県

H14.10 古館井戸工事
H14.9 間倉地区さく井作業
H14.9 間倉地区ﾎﾟﾝﾌﾟ据付作業

H24.9 情報連絡所揚水設備設備点検作業
H19.3 情報連絡所構内揚水設備整備

H22.12 横手盆地地下水位観測施設改修工事

H29.12 稲沢地区戦略作物生産基盤整備促進工事05902-K02
H24.8 県単道路補修工事（雪寒） 大曲大森羽後線他
H23.9 地方道路交付金工事（雪寒） 
H23.2 地方道路交付金工事（雪寒） 
H22.8 地方道路交付金工事（雪寒） 
H22.7 地方道路交付金工事（雪寒） 
H19.8 融雪施設取水井洗浄業務委託 
H19.2 歩道無散水井戸洗浄業務委託
H17.12 歩道融雪取水井洗浄業務委託 金谷町
H17.2 県単雪寒道路整備工事流雪溝井戸清掃業務委託
H16.12 県単雪寒道路整備工事流雪溝井戸洗浄業務委託 
H14.8 緊急地方道路整備工事 大曲市白金町
H14.3 緊急地方道路整備工事 大曲市白金町
H14.2 無散水消雪水源調査業務委託 大曲市白金町
H12.12 緊急地方道路整備工事無散水消雪水源調査業務委託 
H12.12 県単雪寒道路整備工事 大曲市朝日町他
H12.8 緊急地方道路整備工事無散水消雪水源調査業務委託 
H11.11 無散水消雪水源調査業務委託 佐野町
H5.4 県単消融雪施設整備工事水源工調査業務委託

H25.12 湯沢地区農業水利施設長寿命化対策支援工事06501-K04
H23.9 地方道路交付金工事（雪寒） 
H22.11 地方道路交付金工事（雪寒） 
H22.2 消融雪施設水源地（揚水井戸）現況調査 
H19.10 県単雪寒道路整備工事 湯沢市古舘
H17.1 県単雪寒道路整備工事融雪用井戸洗浄業務委託
H13.12 雪寒道路整備工事 
H12.10 雪寒道路整備工事 
H13.6 雪寒道路整備工事無散水消雪水源調査業務委託

H17.12 地方道路交付金工事 大館十和田湖線小坂
H17.6 無散水施設水源調査業務委託 
H17.1 地方道路交付金工事無散水施設井戸内調査 

秋田県 仙北地域振興局

秋田県 雄勝地域振興局

水源工事実績表

国土交通省 湯沢河川国道事務所

契　約 件　　名

国土交通省 玉川ダム管理所

東北農政局　農村計画部

秋田県 鹿角地域振興局



国･県

H16.10 雪寒道路整備工事 国道101号　能代
H16.3 緊急地方道路整備工事 富根能代線

H22.10 地方街路交付金工事 3･4･11新屋土崎線
H19.5 地方街路交付金工事 秋田市山王二丁目外

H25.9 流雪溝取水井戸機能調査業務委託 横手停車場線

契　約 件　　名

秋田県 平鹿地域振興局

秋田県 秋田地域振興局

秋田県 山本地域振興局

水源工事実績表



市町村

R2.6 玉川浄水場4号井水中ポンプ交換修繕
H26.10 都市計画道路まるこ川通線無散水消雪施設さく井工事
H26.7 西部新規就農者研修施設水源施設施設工事
H26.4 鍛冶町線消雪用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕
H26.4 鍛冶町線消雪井戸電気探査調査業務委託
H26.2 区画道路31号線消雪施設さく井工事
H25.10 都市計画道路大花線他2路線消雪施設さく井工事
H25.4 中通線消雪施設さく井工事
H24.8 横沢地区消雪設備改修工事
H24.6 中通線消雪施設さく井工事
H22.11 ふれあいの郷まつくら消融雪施設水源工事
H20.9 太田農村体験の里取水施設整備工事
H20.8 八乙女温泉井戸･ｼｬﾜｰ修繕工事
H20.4 半道寺簡易水道導水管
H18.7 駅東工単繰17-1号市道消雪施設整備工事
H16.10 除工第2号消雪施設修繕工事（福見町23号線）
H16.10 除工第1号流雪溝水源工事（大町通線）
H14.10 除工第4号流雪溝水源工事
H13.12 まるこ川通線歩道無散水消雪さく井工事
H6.5 大曲市上水道金谷ﾎﾟﾝﾌﾟ場消雪用井戸さく井工事

R2.8 仙北中央地区簡易水道2号井取水井井戸洗浄修繕
R2.6 仙北中央地区簡易水道事業2号取水井孔内ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査業務委託
R1.6 仙北中央地区簡易水道1号取水井戸洗浄等修繕
H30.3 仙北中央簡易水道水源1号取水井井戸洗浄
H26.10 仙北中央地区簡易水道事業水源詳細調査業務委託

R1.11 神宮寺地区簡易水道事業第3水源地築造工事
R1.8 屋敷南線融雪施設さく井工事
H31.2 神宮寺地区簡易水道第3水源冬季揚水試験業務委託
H30.7 神宮寺地区簡易水道水源水源調査業務委託
H30.1 神宮寺地区簡易水道水源電気探査業務委託
H28.10 平和通り融雪施設さく井工事
H27.11 中瀬古川敷消雪施設さく井工事
H27.11 神宮寺地区簡易水道第2水源地揚水試験業務委託
H27.10 神宮寺第一融雪施設2号井さく井工事
H27.3 神宮寺第一融雪施設2号井調査業務委託
H27.3 神宮寺第一融雪施設井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ調査業務委託
H26.10 神宮寺地区簡易水道第1水源地揚水試験等業務委託
H26.9 農協横線消雪施設さく井工事
H25.11 農協横線消雪施設井戸修繕
H24.10 大門通り消雪施設井戸洗浄修繕
H23.10 平和通り消雪施設井戸洗浄修繕
H22.12 大門通り融雪施設水源ﾎﾟﾝﾌﾟ設備修繕業務
H18.7 駅東工単繰17-1号市道消雪施設整備工事
H17.12 下川原地区融雪施設水源調査業務委託
H17.10 神宮寺第一消雪施設1水源工事
H17.9 神宮寺第一消雪施設1号ﾎﾟﾝﾌﾟ引上及び井戸洗浄

大仙市（旧　仙北町）

大仙市（旧　神岡町）

水源工事実績表

契　約 件　　名

大仙市（旧　大曲市）



市町村

H16.12 平和通線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸洗浄工事
H16.1 屋敷南線消雪施設井戸洗浄工事
H16.1 駅通消雪施設井戸洗浄工事
H15.12 駅通消雪施設ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事
H14.2 農協横線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ水源調査業務委託
H9.2 温泉交流施設消雪ﾊﾟｲﾌﾟさく井工事
H9.1 駅向地区消雪ﾊﾟｲﾌﾟ水源調査
H7.12 農村総合整備事業(ﾓﾃﾞﾙ)神岡地区集道5号消雪ﾊﾟｲﾌﾟ水源調査
H5.11 平和通り消雪ﾊﾟｲﾌﾟ井戸配管洗浄修繕工事
H5.11 北楢岡会館通り消雪ﾊﾟｲﾌﾟ配管洗浄修繕工事
H1.10 集道17号消雪ﾊﾟｲﾌﾟ水源井戸及び送水管ﾉｽﾞﾙ洗浄業務
S60.6 ﾓﾃﾞﾙ事業北楢岡地区消雪用水水源調査

R3.8 半道寺浄水場第四取水井洗浄修繕
R3.4 大沢郷浄水場第一取水井洗浄修繕
R2.12 大平2号線・3号線消雪施設さく井工事
R2.11 半道寺浄水場3号取水井洗浄修繕
R2.6 大沢郷浄水場第3水源取水井洗浄修繕
R1.6 半道寺地区簡易水道第4水源取水井洗浄修繕
H31.4 富士見町消雪設備水源電気探査業務委託
H31.1 大沢郷地区簡易水道第3水源取水井洗浄修繕
H30.12 刈和野地区簡易水道水源第4取水井仕切弁交換及び揚水量調整
H29.12 半道寺地区簡易水道第4水源取水井洗浄
H29.5 大沢郷地区簡易水道水源第3号取水井戸洗浄
H28.9 大野地区簡易水道取水井築造工事
H28.9 強首地区簡易水道第3水源取水井築造工事
H28.7 半道寺地区簡易水道第3水源取水井洗浄
H27.10 仙北中央地区簡易水道さく井工事
H27.10 大沢郷地区簡易水道第3水源取水井築造工事
H27.9 心像小杉山地区簡易水道水源取水井洗浄
H27.9 大野地区簡易水道水源取水井洗浄
H27.9 強首地区簡易水道第1第3水源取水井洗浄
H27.7 西仙北ぬく森温泉ﾕﾒﾘｱ水源さく井工事
H27.3 強首第2区簡易水道取水井洗浄修繕
H27.1 黒沢地区水源地質調査業務委託
H26.11 大沢郷地区簡易水道水源井戸洗浄及び簡易揚水試験
H26.11 鍛冶町線消雪施設工事
H26.8 強首地区簡易水道第1第3水源取水洗浄
H26.7 西部新規就農者研修施設水源施設工事
H25.12 半道寺地区簡易水道第3取水井築造工事
H25.11 半道寺簡易水道井戸洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ点検
H25.10 鍛冶町線消雪井戸洗浄ほか保守工事
H25.6 大野簡易水道井戸洗浄
H25.4 半道寺簡易水道井戸洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ点検
H25.4 半道寺地区簡易水道取水井維持修繕
H24.5 半道寺地区簡易水道取水井維持修繕
H23.6 強首･半道寺簡易水道取水井洗浄維持工事
H22.4 半導寺簡易水道井維持修繕

大仙市（旧　西仙北町）

水源工事実績表

契　約 件　　名

大仙市（旧　神岡町）



市町村

R3.5 水沢世代交流福祉館揚湯機械設備修繕
H26.10 羽後境駅東口融雪施設水源工事
H26.9 羽後境駅東口消雪水源調査業務委託
H25.8 淀川地区簡易水道事業水源調査業務委託
H23.6 中央簡易水道水源調査業務委託
H22.2 淀川簡水第3水源井戸補修
H20.12 羽後境駅東口交通広場融雪施設移設工事
H18.2 羽後境駅東口交通広場融雪施設工事
H17.11 羽後境駅東口交通広場消雪水源調査

H31.2 入角地区簡易水道水源新設事業さく井工事
H29.12 中仙小学校ﾌﾟｰﾙ水源工事
H28.11 豊岡地区簡易水道水源調査業務委託
H28.5 豊岡地区簡易水道電気探査業務委託
H28.5 極楽野･立石浄水場井戸洗浄修繕
H27.11 押切消雪井戸制御盤修繕
H24.10 押切消雪ﾉｽﾞﾙ点検修繕
H23.12 横町流雪溝井戸洗浄工事
H22.2 流雪溝井戸洗浄工事
H15.6 町道二日町4号線流雪溝削井工事
H14.8 六日町板屋線流雪溝削井工事

H30.11 横沢地区消雪井戸洗浄修繕
H24.5 横沢地域地質調査業務委託

H25.10 西明寺低区第2水源1号取水井築造工事
H6.11 老人保健施設消雪施設水源工事

R3.4 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
R2.6 市営神代団地井戸洗浄業務委託
R2.4 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H31.4 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H30.7 市営神代団地井戸洗浄業務委託
H30.6 卒田地区水源調査業務委託
H30.3 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H29.3 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H28.4 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H26.8 仙北市簡易水道事業神代地区水源調査（井戸掘削）
H26.3 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H25.3 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H24.3 神代団地･田中住宅井戸点検管理業務委託
H23.2 神代地区他水源調査業務委託
H22.1 神代団地水源工事

大仙市（旧　協和町）

大仙市（旧　中仙町）

大仙市（旧　太田町）

仙北市（旧　西木村）

水源工事実績表

契　約 件　　名

仙北市（旧　田沢湖町）



市町村

R2.7 西長野1号取水井水中ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査
R2.1 西長野水源調査業務委託（揚水試験等）
R1.7 西長野水源調査業務委託
H30.10 西長野浄水場揚水機械設備工事
H30.8 市営田中住宅浄水設備滅菌器交換
H28.6 仙北市水道事業西長野浄水場既設井戸洗浄作業
H28.1 市道西中高野線道路改良付帯工事
H27.11 仙北市水道事業西長野浄水場第一井戸洗浄作業
H27.1 仙北市水道事業黒沢地区水源地質調査業務委託
H26.10 角館一般廃棄物最終処分場水源調査業務委託
H24.8 仙北市一般廃棄物最終処分場取水井戸洗浄業務委託
H23.6 仙北市角館一般廃棄物最終処分場給水部材修繕
H23.4 仙北市角館最終処分場給水調査業務委託
H22.6 玉川多目的広場ﾄｲﾚ水源工事

R3.9 市道下今泉下村線流雪溝井戸更新工事
R2.11 市道月山西十文字線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ1号井戸ｹｰﾌﾞﾙ修繕
R2.11 市道月山西十文字線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ1号井戸揚水管修繕
R2.11 市道月山西十文字線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ1号井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕
R2.10 市道別明真角線流雪溝井戸更新工事
R2.5 市道月山西十文字線1号井戸揚水管修繕
R2.5 市道月山西十文字線1号井戸洗浄
R2.5 市道月山西十文字線1号井戸揚水設備修繕
R1.10 市道月山西十文字線流雪溝井戸更新工事
R1.9 富沢3号井　井戸洗浄工事
R1.9 富沢1号井　井戸洗浄工事
H30.11 上仁井田流雪溝井戸洗浄
H30.11 栄町流雪溝井戸洗浄
H30.11 東町流雪溝井戸洗浄
H30.8 市道曙町西原線消ﾊﾟｲ井戸更新工事
H29.10 市道植田北線消ﾊﾟｲ井戸更新工事
H27.7 市道梨木古内線3号井戸改修設計業務委託
H26.2 真角地区流雪溝井戸洗浄工事
H25.11 十文字第三取水井洗浄業務委託
H24.11 真角地区地下水電気探査･井戸洗浄業務委託
H24.5 腕越浄水場第1取水井ｹｰｼﾝｸﾞ更新工事
H23.8 腕越浄水場2号取水井修繕工事
H18.8 横手市十文字地区腕越水源調査委託業務

H22.12 増田石神取水井洗浄業務委託
S63.11 消雪施設工事107西線№1水源地工事

H9.1 大慈寺谷地消雪ﾊﾟｲﾌﾟ水中ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事
H4.11 消流雪取水施設洗浄工事
H4.3 平柳流雪溝取水施設洗浄及びﾎﾟﾝﾌﾟ取り換え工事

横手市（旧　平鹿町）

横手市（旧　大雄村）

仙北市（旧　角館町）

横手市（旧　十文字町）

水源工事実績表

契　約 件　　名



市町村

R3.10 増田中央浄水場第一取水井洗浄作業業務委託
R1.8 増田中央浄水場第一取水井洗浄作業業務委託
H29.9 増田中央浄水場第一取水井洗浄業務委託
H27.8 増田第二取水井洗浄業務委託
H25.10 増田第一取水井洗浄業務委託
H23.7 増田第二取水井洗浄業務委託

R3.9 村道三又岩井川線ほか散水施設水源工事
R2.8 村道三又岩井川線ほか散水施設水源工事
R2.5 村道宮田上林線消融雪井戸点検補修業務委託
R1.9 村道三又岩井川線ほか散水施設水源工事
H30.9 村道宮田上林線消融雪設備補修工事
H30.8 村道宮田上林線消融雪井戸点検補修業務委託
H28.1 ｳﾙ井地区さく井工事
H27.3 村道三又岩井川線散水施設修繕業務委託
H25.12 東成瀬村育苗ｾﾝﾀｰ周辺地下水脈調査業務委託

横手市（旧　増田町）

東成瀬村

水源工事実績表

契　約 件　　名



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

地すべり工事･調査実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



R3.3 地すべり対策工事02-LG21-20　神成地区
R2.10 【JV】地すべり対策工事02-SG10-10　小渕地区
R1.11 【JV】地すべり対策工事01-SG10-10　小渕地区
R1.11 地すべり対策工事30-LG20-20　小渕地区
H30.8 地すべり対策工事30-LG20-10　小渕地区
H30.3 地すべり対策工事29-LG20-30　小渕地区
H29.10 地すべり対策工事29-LG20-10　小渕地区
H29.3 地すべり対策工事28-LG20-10　小渕地区
H28.12 県単河川改良工事（自然防止債）28-K162-50　阿仁川
H28.11 県単砂防工事（自然防止債･地すべり）28-L260-10　小渕地区
H25.6 地すべり調査業務委託L204-Y1　大海地区
H21.10 県単地すべり対策工事L469-10　大平
H21.5 地すべり調査業務委託LG11-Y1　下前田地区
H21.4 地すべり調査業務委託LM21-Y2　五反沢地区
H21.3 県単地すべり対策工事L469-10　大平
H20.8 地すべり調査業務委託LG11-Y2　下前田地区
H20.5 県単地すべり観測業務委託L468-Y1　下五反沢地区

H25.2 中台地区地すべり対策業務委託　05105-Y03
H22.10 中台地区地すべり対策事業　第19031号
H21.9 中台地区地すべり対策　第19021号
H21.8 県単地すべり対策工事L456-10　野田
H20.10 中台地区地すべり対策　第19011号
H18.7 県単地すべり工事L454-10　野田地区
H15.9 地すべり対策工事LG23-20　坂ノ下地区

R2.6 上鴇沢地区復旧治山工事

H25.3 総合流域防災工事（砂防）LB27-20
H24.3 県単道路補修工事（災害防除）G356-80
H20.6 県単急傾斜地崩壊対策工事L530-10
H19.12 国道道路災害防除工事FC29-30
H9.4 地すべり対策工事　給水施設設計業務委託　西木村戸沢
H8.6 地すべり対策工事　地すべり設計業務委託　西木村戸沢
H4.11 地すべり調査業務委託GA13-Y9　南外村矢立峠

H22.9 地すべり対策調査設計業務委託（西建1024）
H21.5 上宇津野･向築茂・芋台線法面調査業務委託

大仙市

秋田県 仙北地域振興局

秋田県 鹿角地域振興局

秋田県 北秋田地域振興局

地すべり工事･調査実績表

契　約 件　　名

秋田県 由利地域振興局



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

地下水調査実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



H15.9 地下水位資料整理
H14.6 神宮寺ﾊﾞｲﾊﾟｽ間倉地区井戸調査
H14.12 旧横手川揚水調査
H14.12 旧横手川地下水調査
H5.10 神岡ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ地下水調査

H25.5 平鹿平野(二期)農業水利事業平鹿平野地区環境調査とりまとめその他業務
H24.6 平鹿平野（二期）農業水利事業地下水調査業務
H24.4 平鹿平野（二期）平鹿平野地区地下水位観測業務
H24.2 平鹿平野（二期）農業水利事業下堰撤去補足検討資料作成
H23.6 平鹿平野（二期）農業水利事業地下水調査業務
H19.11 皆瀬4号幹線用水路補足地質調査業務
H18.11 皆瀬2号幹線用水路地下水観測孔設置業務

地下水調査実績表

国土交通省　湯沢河川国道事務所

国土交通省・東北農政局
契　約 件　　名

東北農政局　平鹿平野農業水利事業所



R3.9 内小友西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託09303-Y10
R3.3 内小友東部地区農地集積加速化基盤整備業務委託08503-Y13
R3.3 畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備業務委託08104-Y10
R3.3 鑓田南谷地地区農地集積加速化基盤整備業務委託09502-Y04
R2.3 内小友東部地区農地集積加速化基盤整備業務委託08502-Y15
R2.3 畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備業務委託08103-Y17
R2.3 鑓田南谷地地区農地集積加速化基盤整備業務委託09501-Y11
R1.10 内小友東部地区農地集積加速化基盤整備業務委託08502-Y11
R1.10 鑓田南谷地地区農地集積加速化基盤整備業務委託09501-Y08
H31.3 畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備業務委託08102-Y13
H31.1 小神成太田地区農地集積加速化基盤整備業務委託05406-Y03
H30.7 鑓田南谷地地区ほ場整備調査計画業務委託05503-Y02
H30.6 畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備業務委託08102-Y02
H29.10 鑓田･南谷地地区ほ場整備調査計画業務委託
H29.3 地下水調査業務委託 斉内川
H28.12 地下水調査業務委託 斉内川
H28.11 稲沢地区戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託05901-Y01
H27.12 畑屋中央地区ほ場整備調査計画業務委託03702-Y02
H27.6 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備業務委託01510-Y05
H27.3 地下水調査業務委託 小先達川
H26.9 地下水調査業務委託 小先達川
H26.5 高屋敷地区農地集積加速化基盤整備業務委託05302-Y03
H26.3 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備業務委託01508-Y07
H25.8 高屋敷地区農地集積加速化基盤整備業務委託05301-Y06
H25.5 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備01508-Y01
H25.1 高屋敷地区ほ場整備調査計画業務委託00802-Y02
H24.10 東今泉地区農地集積加速化基盤整備業務委託03702-Y06
H24.3 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備01507-Y01
H23.12 東今泉地区農地集積加速化基盤整備第93305号
H23.4 大畑地区農地集積加速化基盤整備第93225号
H23.4 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備第92562号
H23.2 大畑地区農地集積加速化基盤整備第93215号
H22.4 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備第92552号
H22.3 地下水調査業務委託 小杉崎沢川
H21.10 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備第95413号
H20.10 地質調査業務委託 楢岡川
H21.4 本堂城回地区農地集積加速化基盤整備第92542号
H20.4 本堂城回地区経営体育成基盤整備第92532号
H20.2 本堂城回地区経営体育成基盤整備第95216号
H19.12 大曲処理ｾﾝﾀｰ周辺地下水調査業務委託YB49-Y8
H19.6 本堂城回地区経営体育成基盤整備第92527号
H19.4 国見地区経営体育成基盤整備・高度90622
H18.7 国見地区担い手育成基盤・高度第90612号
H18.6 大浦沼地区担い手育成基盤整備第92344号
H18.5 ほ場整備事業におけるｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ雄物型保全に関する地下水調査
H18.3 斉内川河道計画策定事業地下水調査業務委託 
H17.8 斉内川河道計画策定事業水道水源調査 
H17.4 ほ場整備におけるｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ雄物型保全に関する地下水調査
H17.3 地下水調査業務委託 湯沢雄物川大曲線

地下水調査実績表

秋田県
契　約 件　　名

秋田県 仙北地域振興局



H17.1 県単河川改良工事井戸調査業務委託 院内川
H16.12 県単河川改修工事水位観測（井戸）業務委託 
H16.11 地方道路交付金工事地下水調査業務委託 
H16.9 地方道路交付金工事地下水調査業務委託 
H16.5 ほ場整備におけるｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ保全に関する地下水調査業務委託
H15.12 県単雪寒道路整備工事 湯沢雄物川大曲線
H15.12 取水井戸調査業務委託 
H15.9 緊急地方道路整備工事地下水調査業務委託 
H15.8 県単河川改良工事水位観測（井戸）業務委託（西の又川）
H15.8 県単雪寒道路整備工事 角館長野線
H15.7 県単雪寒道路整備工事 本荘西仙北角館線
H15.9 緊急地方道路整備工事地下水調査業務委託
H15.9 緊急地方道路整備工事地下水調査業務委託
H15.8 県単河川改良工事水位観測（井戸）業務 
H15.4 通常砂防工事地下水調査業務委託 
H15.2 雪寒施設台帳作成委託 
H14.7 通常砂防工事地下水調査業務委託 西木村潟野
H14.5 地下水調査業務委託 大石沢川
H14.5 ほ場整備におけるｲﾊﾞﾗﾄﾐﾖ保全に関する地下水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H13.5 通常砂防工事水文調査業務委託 賽の神沢川
H13.5 通常砂防工事水文調査業務委託 畑沢
H13.5 通常砂防工事地下水調査業務委託 大石沢川　
H13.5 通常砂防工事地下水調査業務委託 九才沢
H13.5 奥羽中央地区農免農道第96601号業務委託
H12.11 通常砂防工事地下水調査業務委託（九才沢）角館町
H12.9 通常砂防工事水利用調査業務委託（賽の神沢川）西木村
H12.9 通常砂防工事地下水調査業務委託（舟橋沢川）田沢湖町
H12.7 通常砂防工事水文調査業務委託（畑沢）西木村
H12.5 通常砂防工事地下水影響調査業務委託（大石沢川）西木村
H12.5 広域河川改修工事地下水調査業務委託（玉川）角館町
H12.5 通常砂防工事水利用調査業務委託（畑沢）西木村
H12.3 通常砂防工事地下水調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H11.8 通常砂防工事地下水調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H11.6 通常砂防工事地下水調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H11.6 地すべり対策工事湧水量調査業務委託（戸沢）西木村
H11.5 広域河川改修工事地下水調査業務委託（玉川）角館町
H10.8 通常砂防工事水源追跡調査業務委託（大又沢川）田沢湖町
H10.6 広域河川改修工事地下水調査業務委託（玉川）角館町
H9.12 通常（荒廃）砂防工事 寺沢川
H9.12 通常砂防工事LA ｱﾘｶｲ沢
H9.7 通常（荒廃）砂防工事 館ヶ沢川
H8.5 通常砂防工事地下水状況調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H8.1 通常砂防工事水源地調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H7.11 通常砂防工事水源施設等設計業務委託（湯田沢川）六郷町
H7.8 通常砂防工事地下水状況調査業務委託（館ヶ沢川）仙南村
H7.7 通常砂防工事地下水状況調査業務委託（雫田沢川）角館町
H7.7 角館町土壌汚染対策　第90001号業務委託
H7.5 通常砂防工事地下水調査設計業務委託（湯田沢川）六郷町
H6.4 通常(都市対策)砂防工事地下水影響調査業務委託（湯田沢川）六郷町

秋田県
契　約 件　　名

地下水調査実績表

秋田県 仙北地域振興局



H5.9 通常(都市対策)砂防工事地下水影響調査業務委託
H4.12 仙北平野地区かんがい排水第23726号工事
H4.11 仙北平野地区かんがい排水第23724号工事
H4.9 井戸調査業務委託（湯田沢川）
H4.9 高梨地区中央地区ほ場整備第98404号
H4.4 仙北平野地区かんがい排水第23721号工事
H4.1 仙北平野地区かんがい排水第22726号工事
H1.8 入見内川地下水調査

H15.2 通常砂防工事 
H14.7 通常砂防工事調査業務委託 
H14.4 水路系統調査業務委託 

H28.6 軟弱地盤解析業務委託 馬踏川
H26.5 地下水調査業務委託 
H23.3 地下水調査業務委託 
H18.8 水源調査・設計業務 
H18.2 ﾊﾟﾙﾊﾟｽ地下道湧水調査業務委託 
H17.8 急傾斜地崩壊対策工事水利用調査業務委託 

H22.11 地下水（浅層）調査業務委託 
H19.7 国道道路改築工事地下水調査業務委託

H14.7 湧水追跡調査業務委託 鹿角市

H26.3 地方道路交付金事業(改築)地下水調査業務委託 
H26.2 県単道路改築事業地下水調査業務委託 雄勝湯沢線
H25.12 県単河川改良事業(自然防止債)地下水調査業務委託 
H25.11 県単道路改築事業地下水利用実態調査業務委託 
H25.7 湯沢地区農業水利施設長寿命化対策支援業務委託06501-Y04
H25.6 地方道路交付金事業(改築)地下水調査業務委託 
H25.6 湯沢地区農業水利施設長寿命化対策支援業務委託06501-Y02
H24.9 地方道路交付金事業(改築)地下水位調査業務委託 
H24.5 地方道路交付金事業(改築)地下水調査業務委託 
H15.11 県単雪寒道路整備工事地下水等観測調査　西松沢杉沢線
H14.10 地下水位観測調査業務委託Ｇ 
H13.11 地下水位観測調査F 
H13.6 雪寒道路整備工事無散水消雪水源調査業務委託 
H7.6 火山砂防工事地下水調査委託（寺沢沢川）雄勝町
H7.4 小野堰地区かんがい排水第92301号業務委託（雄勝町）
H6.8 火山砂防工事地下水調査委託（寺沢沢川）雄勝町
H6.8 小野堰地区かんがい排水第92202号業務委託（雄勝町）

秋田県  鹿角地域振興局

秋田県  雄勝地域振興局

秋田県　北秋田地域振興局

秋田県  秋田地域振興局

秋田県  山本地域振興局

地下水調査実績表

秋田県
契　約 件　　名

秋田県 仙北地域振興局



H12.10 河川災害復旧関連緊急事業地下水調査業務委託（本荘市）

H27.6 平鹿平野(二期)地区かんがい排水業務委託00307-Y01
H26.4 平鹿平野(二期)地区かんがい排水業務委託00306-Y01
H25.5 平鹿平野(二期)地区かんがい排水業務委託00305-Y01
H25.5 平鹿平野(一期)地区かんがい排水業務委託00207-Y01
H24.6 宮田地区農地集積加速化基盤整備業務委託03004-Y04
H24.6 平鹿平野（一期）地区かんがい排水業務委託00206-Y01
H24.6 平鹿平野（二期）地区かんがい排水業務委託00304-Y01
H23.12 宮田地区農地集積加速化基盤整備事業第92331号
H23.6 平鹿平野(二期)地区かんがい排水事業(国営付帯)第92301号
H23.6 平鹿平野(一期)地区かんがい排水事業(国営付帯)第91501号
H22.5 平鹿平野（二期）地区かんがい排水事業第92201号
H21.6 地下水調査業務委託 
H20.9 地下水調査業務委託K 
H20.5 平鹿平野（一期）かんがい排水・国営付帯第91201号
H19.10 平鹿平野（一期）かんがい排水・国営付帯第9106号
H16.6 泉の里地区地域用水環境整備第94103号業務委託
H15.3 黒川地区担い手育成基盤整備第90767号
H14.12 黒川地区担い手育成基盤整備第90766号
H10.5 通常砂防工事地下水調査業務委託（大払川）山内村

H20.2 大曲処理ｾﾝﾀｰ周辺地下水調査業務委託 
H19.12 大曲処理ｾﾝﾀｰ周辺地下水調査業務委託 
H18.4 大曲処理区井戸修繕
H17.5 秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲）地下水調査
H16.7 秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲）地下水調査
H16.4 県単秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲）地下水調査
H15.4 県単秋田湾雄物川流域下水道工事地下水調査業務
H14.6 秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲）地下水調査業務委託
H14.5 県単秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲）地下水調査業務
H12.12 秋田湾雄物川流域下水道工事（大曲） 大曲処理ｾﾝﾀｰ

R1.5 用排水路水質調査業務
H23.5 用排水路水質調査業務
H14.4 用排水路水質調査業務

H4.8 田沢湖町大沢地区水源調査委託

H4.12 総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ精神医療ｾﾝﾀｰ(仮称)水道施設に係る水源調査

H9.7 潟尻園地公衆ﾄｲﾚ水源調査

秋田県
契　約 件　　名

秋田県　ﾘｿﾞｰﾄ推進事務局

秋田県　医務薬事課

秋田県　自然保護課

秋田県  芋川災害復旧事務所

秋田県  平鹿地域振興局

秋田県南部流域下水道事務所

秋田県仙北平野土地改良区

地下水調査実績表



H22.11 方上地区高濃度ﾘﾝ含有地下水調査業務委託

H29.4 浅舞北部地区ほ場整備地下水調査計画業務

秋田県　産業集積課（誘致企業室）

秋田県土地改良事業団体連合会

地下水調査実績表

秋田県
契　約 件　　名



H18.11 大仙市水道局玉川浄水場揚水試験委託第2号
H16.12 道委第33号水位観測業務委託（大町通線）
H16.10 除工第2号消雪施設修繕工事（福見町23号線）
H16.10 除工第1号流雪溝水源工事（大町通線）
H14.10 除工第4号流雪溝水源工事
H12.8 大曲市上水道水源調査業務
H4.12 玉川浄水場予備井（5号井）さく井工事

H20.9 太田農村体験の里取水施設整備工事
H17.10 奥羽山荘水源電気探査業務委託
H17.7 奥羽山荘水源洗浄工事
H13.1 黒沢地区簡易水道水源調査業務委託
H11.8 太田中学校飲料水用井戸改修工事
H5.5 太田ふれあいの里整備事業水源調査業務委託
H4.7 奥羽山荘水源設備工事
S59.6 国民休養地池用水水源調査

H24.5 公共下水道事業地下水調査業務委託（南外処理区）
H23.5 公共下水道事業地下水調査業務委託（南外処理区）
H22.5 公共下水道事業地下水調査業務委託（南外処理区）
H21.5 南建設1004地下水調査業務委託（南外処理区）
H12.10 南外村不燃物投棄場周辺地地下水検査孔設置工事
H7.10 既設井揚水試験委託業務
H6.9 水道水源調査業務

R3.6 黒森山線地下水位調査業務委託
H28.7 強首地区簡易水道第4水源揚水試験業務委託
H21.5 半道寺簡水取水井（№1）維持修繕
H20.4 強首第二水源洗浄工事
H12.1 刈和野簡易水道ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H18.7 半導寺簡易水道取水井洗浄
H17.11 大巻地区水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事
H17.7 大巻地区電気探査業務委託
H17.1 大沢郷地区統合簡易水道事業冬季用水試験業務委託
H17.1 刈和野地区簡易水道第1取水修繕工事
H16.7 半道寺簡易水道取水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替及び取水井洗浄工事
H16.6 大沢郷地区統合簡易水道事業水源調査業務委託
H16.1 強首地区簡易水道冬季揚水試験業務委託
H15.7 強首地区水源調査業務委託
H15.3 強首地区既設井戸調査委託業務
H15.1 強首地区水源電気探査委託業務
H12.11 強首地区簡易水道整備事業　強首地区予備水源調査
H9.10 半道寺簡水井戸洗浄業務委託
H8.12 半道寺簡水水源ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H8.1 心像・小杉山地区簡易水道揚水試験業務委託
H7.7 心像・小杉山地区簡易水道水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ業務委託

大仙市（旧　西仙北町）

市町村
契　約 件　　名

大仙市（旧　大曲市）

大仙市（旧　太田町）

大仙市（旧　南外村）

地下水調査実績表



H7.6 大佐沢公園整備事業（さく井工事）
H6.12 刈和野地区簡易水道水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ業務委託
H6.1 強首地区揚水試験調査業務委託
H5.11 強首地区水源調査業務委託
H4.9 心像・小杉山地区水源調査業務委託
H4.7 取水施設修繕工事
H3.12 心像地区水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
H3.11 強首地区水源調査業務委託
H3.3 心像・小杉山地区簡易水道水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ業務委託
H3.1 心像・小杉山地区水源調査
H2.11 駅前広場水源調査委託（その2）
H2.6 駅前広場水源調査委託
H2.1 杉山田地区簡易水道水源調査業務委託
H2.1 大野地区簡易水道水源調査業務委託
S63.8 半道寺地区簡易水道水源調査工事（2）
S63.7 半道寺地区簡易水道水源調査工事
S61.10 杉沢地区簡易水道水源調査工事（2）
S61.9 杉沢地区簡易水道水源調査工事
S59.4 寺館簡易水道水源調査工事

H30.1 入角地区簡易水道水源調査業務委託
H29.1 入角地区簡易水道地下水調査業務委託
H28.9 入角地区簡易水道電気探査業務委託
H21.10 中仙市民会館給水設備改修工事
H18.2 八乙女温泉源泉工事
H17.9 大仙市老人憩いの家寿荘さく井工事
H16.12 中仙町西保育園（仮称）さく井工事
H16.7 町営住宅水中ﾎﾟﾝﾌﾟ位置調整・揚水管清掃業務
H15.8 極楽野･立石地区統合簡易水道取水施設工事
H14.12 町営住宅ろ過装置設置工事
H13.12 中仙町町民会館（仮称）さく井工事
H13.11 二日町ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ井戸工事
H13.2 中仙町学校給食ｾﾝﾀｰ水道ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事
H12.8 中仙町宅地分譲地ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事
H10.7 柏木田地区簡易水道事業ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞさく井工事
H2.1 中西地区簡水水源調査業務委託
S61.1 八乙女公園水源工事
S59.10 ﾓﾃﾞﾙ事業営農飲雑用水水源調査

H6.1 ﾓﾃﾞﾙ事業神岡地区営農飲雑用水調査
H5.7 神岡地区営農飲雑用水水源調査業務委託

大仙市（旧　中仙町）

大仙市（旧　神岡町）

地下水調査実績表

市町村
契　約 件　　名

大仙市（旧　西仙北町）



H26.9 淀川地区簡易水道事業ﾎﾟﾝﾌﾟ室地質及び地下水調査業務委託
H25.8 淀川地区簡易水道事業水源調査業務委託
H24.6 中央簡易水道事業水源詳細調査業務委託
H22.2 淀川簡水第3水源井戸補修
H21.9 淀川水源井戸洗浄業務委託
H18.5 淀川地区簡易水道水源調査業務委託
H16.5 稲沢地区簡易水道水源調査業務
H14.10 沢内・庄内簡易水道水源調査委託
H12.11 淀川地区簡易水道水源洗浄工事
H9.6 中央地区簡易水道統合整備事業水源調査業務委託
H9.6 中小種地区簡易水道統合整備事業水源調査業務委託
H6.12 淀川地区簡易水道統合整備事業水源調査
H5.8 中村・坊台・稲沢地区簡水洗浄工事
H5.5 南部地区簡易水道水源洗浄工事
H3.11 淀川地区簡易水道水源工事
H3.10 淀川地区簡易水道水源調査
H2.3 心像・小杉山地区簡易水道水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ業務委託
H1.12 峰吉川地区水源工事
H1.9 峰吉川地区水源調査（2）
H1.7 中央簡易水道揚水試験
H1.5 峰吉川地区水源調査
S60.6 稲沢簡水削井工事
S59.4 宇津野簡易水道水源取水井築造工事

H31.4 地下水位調査業務委託
H30.4 地下水位調査業務委託
H29.4 地下水位調査業務委託
H29.2 消防本部･大曲消防署新庁舎建設事業地下水位観測ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査
H28.5 消防本部･大曲消防署新庁舎建設事業水源調査業務委託

H27.5 大曲通町地区市街地再開発事業地下水影響追跡調査業務
H26.10 大曲通町地区市街地再開発事業地下水影響調査業務

大仙市（旧　協和町）

大曲仙北広域市町村圏組合

大曲通町地区市街地再開発組合

地下水調査実績表

市町村
契　約 件　　名



H21.12 強首第２簡水取水井洗浄
H14.12 琴平地下水位計設置
H10.10 北楢岡地区水道水源追跡調査業務委託
H10.1 六郷町水道水源調査（調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）委託
H9.9 北楢岡地区第2次水道水源調査業務委託
H8.2 農山村多面的機能活用施設及び交流促進ｾﾝﾀｰ地質及び水源調査
H6.10 岳見地区水道水源調査業務委託
H5.4 六郷温泉水源さく井工事
H5.1 六郷温泉新築地質及び水源調査
H2.8 農村総合整備ﾓﾃﾞﾙ事業神岡地区集道12号揚水試験等調査
H1.5 神宮寺地区簡易水道水源追跡調査業務
S63.5 勤労者体育施設（野球場）建設用地地盤及び水源調査
S61.10 集道13、14号補償井戸工事
S61.2 集道14号水源調査
S59.3 公営住宅建設事業地盤・水源調査

H15.9 黒沢地区簡易水道水源揚水試験業務委託
H14.9 千屋小学校ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ地下水調査業務委託
H13.7 黒沢地区簡易水道揚水調査業務委託
H13.1 黒沢地区簡易水道水源調査業務委託
H8.12 金沢東根地区簡易水道事業取水井掘削工事
H8.9 金沢東根地区簡水揚水試験
H7.2 黒沢水道水源調査業務委託
H6.10 千屋水道水源増設工事
H6.7 千屋水道水源調査
H6.1 塚地区既設水源調査業務

H27.10 田沢湖黒沢地区地下水影響調査調査業務委託
H26.1 田沢湖黒沢地区企業誘致地下水調査業務
H25.11 田沢湖黒沢地区誘致企業水源(電気探査)調査業務委託
H25.7 神代地区水源調査(揚水試験)業務委託
H22.12 神代地区他水源調査業務
H21.1 神代団地水源工事
H20.6 神代団地　減菌器取付、配管修繕工事
H20.5 神代団地　井戸修繕工事
H16.8 田沢湖町神代地区簡易水道第3次水源調査業務委託
H15.9 田沢湖町神代地区簡易水道水源調査(揚水試験)業務委託
H13.10 田沢湖町神代簡易水道水源調査第一次調査業務委託
H5.7 田沢湖ﾘｿﾞｰﾄ関連水源調査業務
H4.10 大沼地区水源調査業務
H4.7 田沢湖ﾘｿﾞｰﾄ関連水源調査業務
S58.12 黒沢地区水源調査

美郷町（旧　六郷町）

美郷町（旧　千畑町）

仙北市（旧　田沢湖町）

市町村
契　約 件　　名

地下水調査実績表



H20.6 西明寺地区簡易水道水源調査（既設井揚水試験）業務委託
H19.11 西明寺地区簡易水道水源調査（既設井揚水試験）業務委託
H7.8 西明寺地区簡易水道事業水源調査小口径調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ委託
H7.6 西明寺地区簡易水道事業水源調査
H7.1 西明寺地区簡易水道水量拡張事業水源調査委託業務
H1.7 西明寺地区水源調査
S63.7 西明寺地区水源調査

H25.7 中川地区水源調査（電気探査）業務委託
H20.11 釣田浄水場第2取水井洗浄作業
H19.9 角館町西長野浄水場第一井戸洗浄
H17.7 花葉館揚水設備改修工事
H15.12 町単事業　富士通り線消雪ﾊﾟｲﾌﾟ工事（第1工事）
H15.8 武家屋敷通り線融雪溝水源調査（電気探査）業務委託
H13.6 田中住宅水源工事
H28.5 西長野簡易水道既設井戸簡易揚水試験
H12.10 田中住宅水源及び給水設備設置工事
H12.9 角館町大場地区水源調査ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
H12.8 抱返り駐車場第2公衆ﾄｲﾚ水源工事
H10.10 釣田簡易水道第2取水井ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工事
H7.12 ﾓﾃﾞﾙ事業西長野地区営農飲雑用水さく井ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ委託
H6.7 ﾓﾃﾞﾙ事業西長野地区営農飲雑用水地下水影響調査
H5.10 北沢地区水源試掘ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
H5.8 西長野地区営農飲雑用水水源調査
H5.1 抱返り駐車場削井工事
H4.7 角館中学校ﾌﾟｰﾙ揚水設備工事
H4.1 西長野営業飲雑用水整備事業水源調査業務
H3.11 角館町営田中住宅水源施設工事
H2.11 西長野営業飲雑用水整備事業水源調査委託

H14.6 熱水利用施設温泉井揚湯試験業務委託 第水－12号
H13.8 雄勝町上水道水源調査業務委託
H12.8 雄勝町上水道水源地質調査業務
H12.8 雄勝町上水道水源地質調査業務委託 第町－15、16号
H8.6 横堀･小野地区簡易水道事業水源調査業務委託
H6.10 神室自然水等水源調査業務委託
H6.10 横堀･小野地区簡易水道事業水源調査
H4.10 横堀･小野地区簡易水道事業水源調査

H4.6 町営住宅削井工事
湯沢市（旧　稲川町）

仙北市（旧　西木村）

仙北市（旧　角館町）

湯沢市（旧　雄勝町）

地下水調査実績表

市町村
契　約 件　　名



H12.6 若畑地区水源調査業務
H12.2 落合・沖ノ沢地区簡易水道施設整備事業さく井工事
H11.12 若畑地区水源調査業務
H10.7 落合・沖ノ沢地区簡易水道水源地調査業務
H9.4 貝沼地区簡水水源調査（揚水･水質試験）業務
H8.10 貝沼地区簡水水源調査（さく井）業務
H8.7 貝沼地区簡水水源調査（電気探査）
H8.6 藤倉・白沢地区営農飲雑用水水源調査
H6.6 宅地造成事業水源調査業務

H15.9 上水道第2水源調査さく井工事業務委託
H14.7 養蚕取水場内深井戸水源調査及び第2水源水質検査追跡調査
H13.10 上水道第2水源調査（電気探査）業務委託
H8.12 上水道第2水源調査（三輪地区）
H8.10 上水道第2水源調査（三輪地区）
H5.11 軽井沢小学校さく井工事
H5.6 田代地区水源調査業務委託
H2.5 田代仙道地区水源調査委託業務

H25.12 東成瀬村育苗ｾﾝﾀｰ周辺地下水脈調査業務委託
H21.10 平良簡易水道取水井洗浄作業
H20.7 地震後井戸及び水中ポンプ点検業務
H19.7 村道上野環状線井戸洗浄工事
H17.12 平良地区簡易水道取水井洗浄作業
S63.10 東成瀬中学校水源調査工事
S63.9 田子内地区水源工事
S63.6 田子内地区水源工事

H14.6 十文字陸上競技場改修工事（さく井工事）

R2.8 七日市沼現況調査業務

H20.8 成瀬第1浄水場(仮)水質調査業務委託
H19.8 天下森ふれあい農園水源洗浄修理費
H19.1 下川原第2取水さく井工事
H17.7 取水施設設置工事
H16.6 中央地区下川原井戸洗浄工事
H14.10 内水面魚養殖施設給水設備調査設計業務委託
H12.1 第1水源井戸洗浄吐出弁改良工事
H5.11 中央地区簡易水道水量水質調査
H5.2 （仮）増田町中央地区簡易水道水源地質調査委託
H3.12 （仮）増田町中央地区簡易水道電気探査業務

羽後町

東成瀬村

横手市（旧　横手市）

横手市（旧　増田町）

湯沢市（旧　皆瀬村）

地下水調査実績表

市町村
契　約 件　　名

横手平鹿広域市町村圏組合



H17.1 東部簡易水道取水井揚水試験業務委託　
H17.1 西部簡易水道取水井揚水試験業務委託　
H13.8 中央簡易水道水源調査業務委託
H9.2 中央簡水揚水試験
H5.12 雄物川町温泉施設専用水道水源調査

H18.8 横手市十文字地区腕越水源調査委託業務
H17.2 真角流雪溝井戸水中ポンプ修繕
H8.6 地方特定道路整備工事2工区（さく井工）
H7.5 緊急地方道路整備工事2工区（さく井工）
H6.6 雪寒地域道路整備工事第2工区（さく井工）
H4.10 ﾓﾃﾞﾙ事業農村環境改善ｾﾝﾀｰ消雪水源池工工事

H17.6 地下水位観測調査
H6.11 平鹿町統合中学校新築工事水量水質調査委託

H28.4 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務
H27.8 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務
H26.10 ﾆﾎﾝｻﾞﾘｶﾞﾆ生息地環境調査業務

大館市

横手市（旧　雄物川町）

横手市（旧　十文字町）

横手市（旧　平鹿町）

市町村
契　約 件　　名

地下水調査実績表



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

地震計設置工事実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



納 　 期

H24.3 八幡平山系桧木内川火山観測施設工事

国土交通省  湯沢河川国道事務所

地震計設置工事実績表

契　約 件　　名



〒014-0044　秋田県大仙市戸蒔字谷地添102番地1

TEL 0187-63-3424　FAX 0187-63-6601

ホームページURL http://shizen-kagaku.jp

Ｅ-mail soumubu＠shizenkagaku.co.jp

測量・設計実績表

２０２２年（令和４年）４月

株式会社　自然科学調査事務所



発注者 件　　　　名

R3.10 平鹿地域振興局 道路詳細設計業務委託
R3.8 仙北地域振興局 地形・路線測量業務委託
R3.8 仙北地域振興局 中川地区農地中間管理機構関連ほ場整備業務委託
R3.8 仙北地域振興局 太田南部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R3.7 仙北地域振興局 秋田①(仙北)地区防災重点農業用ため池緊急整備業務委託
R3.7 仙北地域振興局 内小友西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R3.6 仙北地域振興局 道路詳細設計業務委託
R3.6 山本地域振興局 河戸川・浅内地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R3.3 仙北地域振興局 内小友西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R2.10 山本地域振興局 地方道路交付金工事（改築）防雪柵詳細設計業務委託
R2.9 仙北地域振興局 用地測量業務委託
R2.8 仙北地域振興局 太田南部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R2.7 仙北地域振興局 内小友西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R2.3 仙北地域振興局 神代地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R1.12 北秋田地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託
R1.10 仙北地域振興局 地形・路線測量業務委託【秋田県優良業務表彰】
R1.9 仙北地域振興局 畑屋中央地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R1.9 仙北地域振興局 鑓田南谷地地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R1.7 由利地域振興局 路線測量業務委託
R1.7 仙北地域振興局 神代地区農地集積加速化基盤整備業務委託
R1.6 秋田地域振興局 下新城笠岡西部地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H31.3 仙北地域振興局 【JV】道路･河川調査設計等業務委託 
H30.9 仙北地域振興局 金沢地区農地集積加速化基盤整備業務委託07603-Y02
H30.7 仙北地域振興局 用地測量業務委託 淀川
H30.6 平鹿地域振興局 田ノ植地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H30.3 仙北地域振興局 下淀川地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H29.11 仙北地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 国道105号
H29.10 仙北地域振興局 地形･路線測量業務委託 国道341号
H29.5 平鹿地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 野崎十文字線
H29.5 仙北地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 国道105号他
H29.1 仙北地域振興局 用地測量業務委託 淀川
H28.12 仙北地域振興局 積算資料作成業務委託 日三市角館線
H28.11 仙北地域振興局 斉内地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H28.9 北秋田地域振興局 用地測量業務委託 下内川
H28.8 由利地域振興局 道路詳細設計業務委託 国道341号
H28.8 仙北地域振興局 下淀川地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H28.6 平鹿地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 野崎十文字線
H27.11 仙北地域振興局 路線測量業務委託 
H27.7 仙北地域振興局 地形測量業務委託 
H27.9 仙北地域振興局 心像地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備業務
H27.7 仙北地域振興局 薮台地区農地集積加速化基盤整備業務委託
H27.7 仙北地域振興局 心像地区中山間地域農業活性化緊急基盤整備業務
H27.6 山本地域振興局 用地測量業務委託 
H27.6 雄勝地域振興局 雄勝地区戦略作物生産拡大基盤整備促進業務委託
H27.4 平鹿地域振興局 【JV】道路･河川調査設計等業務委託 
H26.10 仙北地域振興局 地形･路線測量業務委託 水沢西仙北線
H26.10 仙北地域振興局 地形･路線測量業務委託（その3） 
H26.6 山本地域振興局 地形･路線測量業務委託 三種川
H25.12 雄勝地域振興局 冬期対策調査･検討業務委託 国道108号
H25.11 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 国道108号
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H25.10 県自然保護課 玉川温泉道路災害復旧設計業務委託 
H25.10 仙北地域振興局 路線測量業務委託 日三市角館線
H25.7 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 国道108号
H25.5 仙北地域振興局 用地測量業務委託 国道105号
H25.4 平鹿地域振興局 宮田地区農地集積加速化基盤整備業務委託03005-Y03
H25.3 仙北地域振興局 【JV】道路･河川調査設計等業務委託 
H24.9 仙北地域振興局 薮台地区農地集積加速化基盤整備業務委託04501-Y04
H24.9 秋田地域振興局 五城目杉沢地区農地集積加速化基盤整備業務委託04401-Y03
H24.9 平鹿地域振興局 栄南部地区農地集積加速化基盤整備業務委託04701-Y03
H24.8 平鹿地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 
H24.7 仙北地域振興局 路線測量業務委託 
H24.6 由利地域振興局 地吹雪対策詳細設計業務委託 
H24.3 仙北地域振興局 大畑地区農地集積加速化基盤整備03303-Y01
H24.1 平鹿地域振興局 道路冬期対策施設調査･検討業務 
H23.10 仙北地域振興局 道路災害復旧詳細設計業務委託 
H23.8 平鹿地域振興局 宮田地区農地集積加速化基盤整備事業第92336号
H23.8 仙北地域振興局 地形・河川測量業務委託 
H23.3 仙北地域振興局 【JV】道路･河川調査設計等業務委託 
H22.11 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 
H23.7 雄勝地域振興局 歩道詳細修正設計業務委託 
H23.7 仙北地域振興局 災害査定用護岸設計業務委託 
H23.3 仙北地域振興局 【JV】道路･河川調査設計等業務委託
H23.1 平鹿地域振興局 河川利用施設設計業務委託 横手川
H22.12 秋田地域振興局 仁井田堰2期地区ため池等整備･用排水施設
H22.12 平鹿地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 
H22.12 仙北地域振興局 道路設計業務委託 国道105号
H22.11 由利地域振興局 道路詳細設計業務委託 国道105号
H22.10 湯沢河川国道事務所 雄物川上流間倉地区河川区域内土地調査測量業務
H22.10 北秋田地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 国道105号
H22.10 仙北地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 
H22.8 仙北地域振興局 河川災害査定用護岸設計業務委託 
H22.9 仙北地域振興局 強首地区農地集積加速化基盤整備第92745号
H22.7 仙北地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 
H22.7 平鹿地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 
H22.6 平鹿地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 
H22.6 仙北地域振興局 路線測量業務委託 神岡南外東由利線
H21.7 秋田地域振興局 仁井田堰２期ため池等整備･用排水施設第91414号
H21.9 仙北地域振興局 法面工詳細設計業務委託 田沢湖畔線
H21.9 仙北地域振興局 道路詳細設計業務委託 土川中仙線
H21.2 仙北地域振興局 用地測量業務委託 桧木内川
H21.8 仙北地域振興局 用地測量業務委託 駒ヶ岳線
H21.10 仙北地域振興局 強首地区農地集積加速化基盤整備第92736号
H21.10 秋田地域振興局 道路予備設計業務委託 
H21.7 平鹿地域振興局 積算基礎資料作成業務委託 
H21.7 由利地域振興局 法面工詳細設計業務委託I 
H21.8 仙北地域振興局 河川災害査定用護岸設計業務委託 
H21.11 仙北地域振興局 土木工事積算資料作成業務委託I 
H21.6 仙北地域振興局 遊歩道計画予備検討業務委託 
H21.4 仙北地域振興局 強首２期地区農地集積加速化基盤整備第92823号
H21.3 秋田地域振興局 道路防災点検業務委託 国道101号
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H20.11 山本地域振興局 道路詳細設計業務委託 
H20.11 雄勝地域振興局 歩車共存道路詳細設計業務委託 下開清水線
H20.8 県公営企業課 小和瀬発電所大深ダム管理用道路路線測量業務委託 
H20.7 県誘致企業室 新規工業団地基本設計業務委託 
H20.6 平鹿地域振興局 道路予備修正設計業務委託 国道107号
H20.3 北秋田地域振興局 樋門･樋管詳細設計業務委託 
H20.1 仙北地域振興局 道路詳細設計業務委託I 大仙市斉内
H19.9 北秋田地域振興局 河川調査設計業務委託 阿仁川
H19.12 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 由利本荘市
H19.8 平鹿地域振興局 平鹿平野(一期)地区かんがい排水･国営附帯第91105号
H19.7 仙北地域振興局 小種地区経営体育成基盤整備第92172号
H19.6 秋田地域振興局 構造物詳細設計業務委託 男鹿半島線
H19.5 山本地域振興局 道路詳細設計業務委託 八峰大沢
H18.12 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 由利本荘市玉ノ池
H18.11 山本地域振興局 道路詳細設計業務委託 八峰町
H18.10 仙北地域振興局 用地測量業務委託 大仙市大曲西根
H18.9 北秋田地域振興局 道路詳細設計業務委託 北秋田市鷹巣
H18.9 秋田地域振興局 道路防災点検業務委託 国道101号
H18.8 仙北地域振興局 歩道融雪施設詳細設計業務委託 大仙市
H18.7 秋田地域振興局 構造物設計業務 男鹿半島線
H18.7 山本地域振興局 富根地区担い手育成基盤整備第97901号
H18.7 仙北地域振興局 仙北西地区担い手育成基盤整備第93203号
H18.6 由利地域振興局 雪崩予防施設詳細設計業務委託 
H18.6 雄勝地域振興局 流雪溝詳細設計業務委託 
H18.5 秋田県自然保護課 抱返り渓谷歩道路線測量業務委託 
H18.3 秋田地域振興局 道路防災総点検業務委託G 五城目町
H18.2 秋田地域振興局 道路調査業務委託 国道285号他
H18.2 北秋田地域振興局 小猿部川河川愛護ﾏｯﾌﾟｿﾞｰﾆﾝｸﾞ構想業務委託
H17.12 由利地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 国道105号
H17.11 北秋田地域振興局 県単小猿部川河川管理計画作成業務委託
H17.10 秋田地域振興局 法面工予備設計業務委託 雄和仁別自転車道
H17.10 仙北地域振興局 用地測量設計業務 玉川
H17.9 平鹿地域振興局 道路詳細設計業務委託 角館六郷線
H17.9 鹿角地域振興局 雪崩予防施設設計業務委託 小坂町
H17.9 平鹿地域振興局 道路詳細設計業務委託 横手東成瀬線
H17.8 由利地域振興局 法面工設計業務委託 国道107号由利本荘市
H17.7 仙北地域振興局 測量業務委託 湯沢雄物川大曲線
H17.7 仙北地域振興局 下タ野地区担い手育成基盤整備第91671号業務委託
H17.7 北秋田地域振興局 道路予備設計業務委託 鷹巣川井堂川線
H17.6 雄勝地域振興局 流雪溝設計業務委託 羽後町
H17.6 平鹿地域振興局 ﾀﾞﾑ管理費水質調査業務委託 松川他
H17.4 雄勝地域振興局 稲庭地区ため池等整備・河川第92401号
H17.3 秋田地域振興局 道路防災総点検業務委託 国道101号外
H16.11 仙北地域振興局 防雪柵詳細設計業務委託 
H16.9 湯沢河川国道事務所 現況玉川橋測量業務
H16.9 仙北地域振興局 用地境界測量業務委託 
H16.9 秋田河川国道事務所 角館地区他歩道設計
H16.8 仙北地域振興局 多自然型川づくり整備業務委託 
H16.7 秋田河川国道事務所 西滝沢地区護岸等設計業務
H16.5 仙北地域振興局 明光沢地区ふるさと農道緊急整備第93104号
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H16.4 仙北平野農村整備事務所 堀板地区担い手育成基盤整備第92051号業務
H16.6 山本地域振興局 富根地区担い手育成基盤整備第97704号業務
H16.6 平鹿地域振興局 境町北部地区担い手育成基盤整備第91552号
H16.5 仙北地域振興局 国道道路改築工事地質調査業務委託 
H16.6 北秋田地域振興局 地方特定道路整備工事交差点詳細設計 
H15.12 仙北平野農村整備事務所 堀板地区担い手育成基盤整備第92041号業務
H15.12 北秋田地域振興局 県単雪寒道路整備工事設計業務委託 
H15.11 秋田地域振興局 道路測量設計業務委託 
H15.11 由利地域振興局 道路詳細設計業務委託 
H15.11 秋田河川国道事務所 岩城歩道設計業務
H15.11 秋田河川国道事務所 子吉川水辺拠点資料作成業務
H15.8 鹿角地域振興局 花輪地区担い手育成基盤整備第92502号業務
H15.6 秋田地域振興局 若美北部地区担い手育成基盤整備第91642号
H15.6 平鹿地域振興局 緊急地方道路整備工事防雪柵設計業務 
H15.5 仙北平野農村整備事務所 堀板地区担い手育成基盤整備第92041号業務
H15.3 湯沢工事事務所 戸蒔地区実施測量
H15.2 仙北建設事務所 県単雪寒道路整備工事 消雪ﾊﾟｲﾌﾟ設計業務
H14.12 秋田工事事務所 黒瀬地区他護岸等詳細設計業務
H14.11 仙北建設事務所 雪崩予防施設詳細設計測量業務委託 
H14.7 秋田建設事務所 緊急地方道路整備工事道路詳細設計業務 
H14.8 湯沢工事事務所 成瀬ダム赤川右岸湛水線測量
H14.7 湯沢工事事務所 協和地区交安資料作成作業
H14.2 湯沢工事事務所 羽後地区堤防実施設計業務
H13.12 湯沢工事事務所 麓沢地区流路工設計業務
H13.12 湯沢工事事務所 麓沢川水路橋設計業務委託
H13.12 湯沢工事事務所 座又管渠補足設計業務
H13.11 仙北平野土地改良事務所 堀板地区担い手育成基盤整備第92025号業務
H13.10 秋田総合農林事務所 井川東部地区担い手育成基盤整備第92309号業務
H13.7 平鹿総合農林事務所 沢口沼ため池等整備・ため池第91512号業務
H13.6 雄勝建設事務所 火山砂防工事魚道設計業務委託 沼の又沢川
H13.6 湯沢工事事務所 十文字出張所管内樋管補修設計業務委託
H13.5 仙北建設事務所 雪寒道路整備工事用地測量業務委託 
H13.4 仙北平野土地改良事務所 堀板地区担い手育成基盤整備第92021号業務
H13.4 仙北農林事務所 東山本地区担い手育成基盤整備第91931号業務委託
H13.3 湯沢工事事務所 麓沢川仮設構造物設計業務委託
H12.12 湯沢工事事務所 鳥屋場築堤測量設計業務
H12.9 仙北建設事務所 団体関連生活道路整備工事路線測量業務委託
H12.9 南部流域下水道事務所 秋田湾雄物川流域下水道工事用水井詳細設計業務
H12.8 湯沢工事事務所 麓沢川付替路線測量業務
H12.7 仙北建設事務所 渓流現況調査業務委託 堀内沢川
H12.7 湯沢工事事務所 相川地区他構造物詳細設計業務委託
H11.5 秋田工事事務所 石沢川万願寺地区排水樋管及び築堤測量設計業務
H10.6 秋田県自然保護課 給排水設備設計業務委託 抱返り公園
H9.10 湯沢工事事務所 河川環境修景対策検討業務
H8.10 湯沢工事事務所 今宿地区河川環境整備事業全体計画
H8.1 湯沢工事事務所 鬼首ｴｺﾛｰﾄﾞ案内板詳細設計業務
H7.12 湯沢工事事務所 下袋第一排水樋管実施設計業務委託
H7.5 湯沢工事事務所 鬼首道路上水道詳細設計業務委託
H7.5 湯沢工事事務所 鬼首ｴｺﾛｰﾄﾞ広報施設詳細設計業務委託
H6.12 湯沢工事事務所 神岡ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ（道の駅）詳細設計
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H6.3 湯沢工事事務所 防雪工設計業務
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R3.10 湯沢市 皆瀬６号井・７号井付帯設備設計業務委託
R3.10 湯沢市 皆瀬６号井・７号井測量調査業務委託
R3.9 大仙市 内小友字山根用地境界杭現地確認作業業務委託
R2.10 大仙市 内小友字明通地区林地開発予定地測量設計業務委託
R2.5 仙北市 仙北市角館庁舎防火水槽新設設計業務委託
R1.9 湯沢市 皆瀬温泉井新規掘削工事設計業務委託
H31.4 東成瀬村 村道滝ノ沢平良線流雪溝実施設計業務委託
H30.11 東成瀬村 村道三又岩井川線ほか散水施設整備事業調査設計
H30.10 仙北市 高屋地区冠水対策調査設計業務委託
H30.8 東成瀬村 村道滝ノ沢平良線流雪溝整備工事測量設計業務委託
H30.5 仙北市 武蔵野地区防火水槽新設設計業務委託
H30.5 東成瀬村 市道苅谷沢境線横断暗渠改修測量設計業務委託
H30.4 東成瀬村 村道滝ノ沢平良線流雪溝整備工事実施設計業務委託
H30.1 大仙市 29公園災大佐沢公園実施設計業務委託
H29.8 大仙市 29公園災大佐沢公園測量設計業務委託
H29.10 大仙市 淀川地区簡易水道事業法面崩壊部現地測量業務
H29.12 大仙市 公共土木施設災害復旧事業実施設計業務委託
H29.8 大仙市 公共土木施設災害復旧事業測量設計業務委託
H29.6 美郷町 町ノ内･前森線測量調査設計業務
H29.5 東成瀬村 村道滝ノ沢平良線流雪溝整備工事実施設計業務委託
H29.6 大仙市 水道未普及地域解消事業七頭地区排水管測量業務
H29.5 大仙市 平和通線消雪施設詳細設計業務委託
H29.5 仙北市 外ノ山地区防火水槽新設設計業務委託
H28.8 仙北市 内川橋地盤調査及び測量業務委託
H27.9 仙北市 外ノ山危険区域調査業務委託
H27.7 大仙市 宇津台浄水場更新に係る工事用道路測量設計業務
H27.7 美郷町 ふれあいの森整備事業設計業務委託
H27.4 美郷町 ふれあいの森調査設計業務委託
H27.4 美郷町 多目的ｽﾍﾟｰｽ測量設計業務委託
H26.12 東成瀬村 克雪住宅ﾓﾃﾞﾙ地区気象観測等調査業務委託
H26.11 大仙市 朝日町地下道排水施設調査設計業務委託
H26.11 大仙市 鍛冶町線消雪配管設計業務委託
H26.9 大仙市 宇津台上水場路線測量業務委託
H26.7 東成瀬村 やまゆり温泉廃湯利用融雪設備設計業務委託
H26.5 東成瀬村 村道滝ノ沢平良線流雪溝整備測量設計業務委託
H26.5 美郷町 親水公園設計業務
H26.5 大仙市 中通線取付道路散水消雪配管設計業務委託
H25.10 美郷町 ふれあいの森整備計画設計業務
H25.9 大仙市 中仙一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設外部配管整備工事設計業務
H25.8 大仙市 宇津台浄水場更新に係る地形･用地測量業務委託
H25.8 美郷町 雁の里多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ測量調査設計業務
H25.6 大曲仙北広域市町村圏組合 新火葬場排水路測量業務
H25.6 東成瀬村 手倉西堰農業用水路調査設計業務委託
H25.6 東成瀬村 平良地区流雪溝概略設計業務委託
H25.1 美郷町 六郷地区防火水道管調査委託業務
H24.6 東成瀬村 雪に強い村づくり流雪溝等調査業務委託
H24.2 大仙市 市有財産再生可能性ｴﾈﾙｷﾞｰ等導入事業基本設計
H23.10 大仙市 追分板杭線路線測量業務委託
H23.10 大仙市 飯田沼つり公園板柵護岸実施設計業務委託
H23.6 大曲仙北広域市町村圏組合 新火葬場建設候補地比較資料作成業務

測量・設計実績表

市町村
契　約



発注者 件　　　　名

H23.5 湯沢市 御嶽平地区林地開発変更協議資料作成業務委託
H22.12 大仙市 市道上宇津野･向築･芋台線法面改良設計業務委託
H22.11 大仙市 飯田沼つり公園実施設計業務委託
H22.9 大仙市 市道宇留井谷地線用地測量業務委託
H22.7 大仙市 中仙地域公共下水道地形測量業務委託
H22.5 上小阿仁村 小田瀬梨ノ木岱線調査測量設計業務
H22.1 美郷町 流雪溝等整備詳細設計業務
H21.11 大仙市 飯田沼つり公園実施設計・測量図作成業務委託
H21.9 大仙市 市道中仙４号線函渠工設計業務委託
H21.8 大仙市 西仙北大沢郷滝ノ沢・大場台地区移動通信用鉄塔施設測量業務
H21.6 大仙市 集落道整備第11号舗装工事設計業務委託
H21.3 大仙市 水尺橋防風柵新設実施設計及び構造部検討業務
H21.1 大仙市 戸巻町４号線道路詳細設計業務委託
H20.11 大仙市 戸巻町４号線路線測量業務委託
H20.9 美郷町 融雪溝等整備概略設計業務
H20.8 大仙市 公営住宅造成外構工事設計業務委託
H20.7 横手市 富士見大橋地下道照明施設等設計業務委託
H20.7 上小阿仁村 中山地域統合整備事業農業用用排水測量設計業務
H19.12 大仙市 集落道整備第11号(清水川)測量･設計・用地測量業務
H19.12 横手市 都計-9富士見大橋地下道雪対策調査業務
H19.9 美郷町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ公園台帳整備業務
H19.6 大仙市 農道整備第10号(金井伝)舗装工事設計業務委託
H19.5 大仙市 大仙市公共下水道地形測量業務委託
H18.10 横手市 市道今宿福地中央２号線防雪柵調査・測量・設計業務
H18.9 大仙市 大仙市飯田沼つり公園設計業務委託
H18.9 美郷町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業公園実施設計業務委託
H18.7 湯沢市 御嶽平宅地造成事業に係わる法定変更申請業務委託
H18.6 大仙市 中仙公共下水道地形測量業務委託
H18.6 大仙市 大仙市飯田沼つり公園測量業務委託
H17.10 大仙市 （金井伝中里）測量・設計・用地測量業務委託
H17.8 美郷町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業公園実施設計業務委託
H17.7 大仙市 金鐙地区、九日町地区農業用用排水路測量設計
H16.10 六郷町 町道坪立線測量設計業務委託
H16.8 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業設計業務
H16.5 大曲市 単委-2402号 大曲市公共下水道地形測量
H15.10 大曲市 道委第13号 路線測量・用地測量(田中１号線)
H15.10 雄勝町 第7号御嶽平宅地造成事業に係る林地開発許可申請
H15.9 太田町 太田町環境保全基本方針検討業務
H15.9 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業測量設計業務
H15.2 雄勝町 第8号御嶽平宅地造成事業に係る箱形函渠詳細設計
H14.10 平鹿町 集落案内標識ﾃﾞｻﾞｲﾝ設計業務委託
H14.9 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業
H14.6 雄勝町 第4号御嶽平宅地造成事業に係る用地測量調査業務
H14.6 雄勝町 第3号御嶽平宅地造成事業に係る測量調査業務
H13.11 東成瀬村 生活道路調査測量業務委託
H13.9 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業測量設計業務委託
H13.6 大曲市 大曲上水道測量・地質調査業務委託
H12.8 六郷町 克雪施設路線測量及び詳細設計等業務委託
H12.9 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業測量設計業務委託
H11.9 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業測量設計業務委託

契　約
市町村

測量・設計実績表



発注者 件　　　　名

H11.7 雄勝町 自然休養村管理ｾﾝﾀｰ等給配湯設備改良工事施工監理
H11.2 雄勝町 自然休養村管理ｾﾝﾀｰ等給配湯設備改良工事設計業務
H10.9 能代市 桧山川運河多自然型川づくり詳細設計業務委託
H10.9 能代市 桧山川運河１号樋管詳細設計業務委託
H10.8 千畑町 千畑ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ整備事業測量設計業務委託
H10.2 千畑町 大台野広場駐車場調査･設計業務委託
H9.10 千畑町 千畑ｺﾞﾙﾌ場予定地測量業務委託
H8.10 千畑町 千畑ｺﾞﾙﾌ場基本設計
H9.9 能代市 桧山川運河多自然型川づくり構想策定・詳細設計
H9.7 雄勝町 温水ﾌﾟｰﾙ源泉補修工事実施設計
H9.2 雄勝町 温水ﾌﾟｰﾙ源泉施設補修設計業務委託

測量・設計実績表

市町村
契　約
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株式会社　自然科学調査事務所



H21.12 雄物川上流河川広報資料企画業務
H16.12 雄物川流域ﾄﾐﾖ属魚類保全会議運営業務
H16.3 雄物川水系(雄物川上流)河川水辺総括資料増刷業務
H15.2 誤美ﾏｯﾌﾟPARTⅢ作成業務
H14.12 雄物川親水護岸ﾘｰﾌﾚｯﾄ印刷
H13.3 ﾄｹﾞｳｵ科魚類会議運営
H13.2 環境ﾏｯﾌﾟ作成（瀬・淵）業務
H12 横手盆地周辺の峠　原稿修正業務
H12.10 雄物川魚ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ企画業務
H12.8 鬼首ｴｺﾛｰﾄﾞ広報資料作成業務
H12.2 雄物川川づくり検討資料作成業務
H11.9 八幡平山系植物ﾏｯﾌﾟ企画業務
H11.2 河川水辺の国勢調査総括作成（その１，その２）
H11.2 河川環境修景対策検討業務（その２）
H10.10 植物廃材処理パネル展示作業
H9 「美しい国づくりｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ」会議資料作成
H9 鬼首道路文集作成業務委託
H8.9 羽州街道及び主要峠調査業務
H8.7 ｴｺﾛｰﾄﾞｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成業務
H8 蛭川護岸写真ﾊﾟﾈﾙ作成
H5.8 雄物川展魚類展示作業

H23.8 玉川ﾀﾞﾑ堤体下流面ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H22.9 玉川ﾀﾞﾑ堤体下流面ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H20.10 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(敷地内橋梁)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(見付田観測所)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除(屋上南側)
H20.8 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除
H20.4 玉川ﾀﾞﾑｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ駆除

国土交通省　玉川ダム管理所

役務等実績表

国土交通省　湯沢河川国道事務所

契　約 件　　名



H7.12 多自然型川づくりﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成業務（山谷川他）

H10.3 県単河川改良工事　河川事業構想作成業務委託（引欠川他）

R1.6 R1.10 自然観察会業務委託01-R651-Y1
H30.6 自然観察会業務委託30-K621-Y7
H29.6 自然観察会業務委託29-R653-Y1
H28.6 自然観察会業務委託28-R653-Y1
H27.6 自然観察会業務委託K311-Y1
H26.6 自然観察会業務委託K311-Y1
H25.5 自然観察会業務委託K311-Y1
H24.6 自然観察会業務委託K311-Y1
H23.6 自然観察会業務委託K311-Y1
H22.6 自然観察会業務委託K304-Y1
H21.7 自然観察会業務委託K301-Y1
H20.6 自然観察会業務委託K312-Y1
H19.7 自然観察会業務委託K301-Y1
H18.6 自然観察会業務委託K295-Y1
H17.6 自然観察会業務委託K302-Y1

H17.4 秋田市自然環境調査結果概要版作成業務

H21.1 大仙市農業水利水質ﾏｯﾌﾟ作成業務委託
H15.9 農村環境計画策定委員会計画運営業務委託（旧太田町）

H20.12 花葉館揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ
H20.10 花葉館揚湯ﾎﾟﾝﾌﾟ

H14.10 集落案内標識ﾃﾞｻﾞｲﾝ設計業務委託（旧平鹿町）

秋田県  仙北地域振興局

秋田県  北秋田地域振興局

大仙市

横手市

秋田市

秋田県  由利地域振興局

仙北市

役務等実績表

契　約 件　　名
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