
元請業務実績

元請業務 業務名 年度 発注者 業務内容

平成27年度⻑坂町線消流雪溝設計業務 H27年 弘前市 設計業務
平成27年度乳井舘ノ沢2号線⽤地測量業務 H27年 弘前市 ⽤地測量業務
平成26年度⾬天時放流⽔⽔質調査業務 H27年 弘前市 ⽔質調査業務
平成26年度市庁舎通路地中熱融雪⼯事設計業務 H26年 弘前市 設計業務
平成26年度城⻄橋橋梁補修設計業務 H26年 弘前市 設計業務
平成25年度都市計画道路3・4・6号⼭道町樋の⼝町線測量業務 H26年 弘前市 測量業務
弥⽣いこいの広場隣接地構造物（集⽔塔）調査測量業務 H26年 弘前市 測量業務
平成25年度⾬天時放流⽔⽔質調査業務 H25年 弘前市 ⽔質調査業務
平成25年度⼩⽐内門外線測量・設計業務 H25年 弘前市 測量･設計業務
平成24年度相⾺中学校地質調査業務 H25年 弘前市 地質調査業務
平成24年度神明橋境界確定業務 H25年 弘前市 測量業務
平成25年度都市計画道路3・4・6号⼭道町樋の⼝町仙測量業務 H25年 弘前市 測量業務
平成25年度農地農業⽤施設災害復旧査定設計書作成業務（その15） H25年 弘前市 測量業務
平成25年度公共⼟⽊施設災害復旧査定設計書作成業務（その8） H25年 弘前市 測量業務
平成24年度⻲甲向外瀬線外1路線消流雪溝設計業務 H25年 弘前市 測量･設計業務
平成24年度若党町線外1路線消流雪溝設計業務 H25年 弘前市 測量･設計業務
⼩友消防屯所新築⽤地地質調査業務 H25年 弘前市 地質調査業務
平成24年度（仮称）城東児童館地質調査業務 H24年 弘前市 地質調査業務
平成23年度浜の町2号線境界確定業務 H23年 弘前市 測量業務
平成23年度⽂京⼩学校地質調査業務 H23年 弘前市 地質調査業務
平成23年度道路施設⽼朽化実態調査業務 H23年 弘前市 道路調査業務
平成23年度⾬天時放流⽔⽔質調査業務 H23年 弘前市 ⽔質調査業務
平成23年度 (仮称)船沢児童館地質調査業務 H23年 弘前市 地質調査業務
平成23年度相⾺地区団第3分団消防屯所地質調査業務委託 H23年 弘前市 地質調査業務
平成23年度浜の町地区雪置き場周辺整備測量・設計業務 H23年 弘前市 測量・設計業務
平成22年度道路施設⽼朽化実態調査業務 H22年 弘前市 道路調査業務
葛原地区⼟地境界確定業務委託 H22年 弘前市 ⽤地測量業務
平成22年度(仮称)北児童センター地質調査業務 H22年 弘前市 地質調査業務
平成21年度⾬天時放流⽔⽔質調査業務委託 H21年 弘前市 ⽔質調査業務
平成21年度樋の⼝町４号線測量業務 H21年 弘前市 測量業務
平成21年度⻄分署庁舎建設⽤地地質調査業務 H21年 弘前市 地質調査業務
平成21年度消防屯所地質調査業務 H21年 弘前市 地質調査業務
平成21年度桜ヶ丘団地市営住宅地質調査業務 H21年 弘前市 地質調査業務
平成21年度第⼆中学校地質調査業務 H21年 弘前市 地質調査業務
平成21年度農家⾼齢者創作館地質調査業務 H21年 弘前市 地質調査業務
平成20年度⻲甲若党町線消流雪溝設計業務 H20年 弘前市 測量･設計業務
平成20年度度⾬天時放流⽔⽔質調査業務委託 H20年 弘前市 ⽔質調査業務
平成20年度⼩栗⼭下湯⼝線外6路線（アップルロード）路線測量業務（⼩沢⼯区） H20年 弘前市 測量業務
平成20年度⼩栗⼭下湯⼝線外6路線（アップルロード）道路設計業務（⼩沢・⼩栗⼭⼯区) H20年 弘前市 測量･設計業務
平成20年度桜ヶ丘団地市営住宅地質調査業務 H20年 弘前市 地質調査業務
平成19年度度⾬天時放流⽔⽔質調査業務委託 H19年 弘前市 ⽔質調査業務
平成19年度⼀町⽥他地区配⽔管布設替設計業務委託 H19年 弘前市 測量･設計業務
平成18年度三世寺地区配⽔管布設替設計業務委託 H18年 弘前市 測量･設計業務
平成18年度前坂三森線路線測量業務委託 H18年 弘前市 測量業務
平成17年度豊原北園線⽤地測量業務委託 H17年 弘前市 測量業務（補償）
平成17年度洞喰川設計業務委託 H17年 弘前市 測量･設計業務
平成17年度品川町御幸町線境界確定業務委託 H17年 弘前市 測量業務（補償）
新⾥1号線⽤地測量業務委託 H16年 弘前市 測量業務
⼩友笹館線⽤地測量業務委託 H14年 弘前市 測量業務（補償）
平岡町線消流雪溝設計業務委託 H14年 弘前市 測量･設計業務
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城東⼩学校グランド整備に伴う測量業務委託 H13年 弘前市 測量業務
尾崎稲元1号線測量設計業務 H24年 平川市 測量･設計業務
林道藤川3号線開設測量設計業務 H26年 ⻄目屋村 測量･設計業務
第85号相⾺常盤野線道路改築⽤地測量業務 H26年 ⻄目屋村 測量業務
林道藤川3号線開設測量設計業務委託 H26年 ⻄目屋村 測量業務
林道藤川3号線開設測量設計業務委託 H26年 ⻄目屋村 設計業務
村道杉ケ沢4号線測量設計業務委託 H26年 ⻄目屋村 測量業務
村道杉ケ沢4号線測量設計業務委託 H26年 ⻄目屋村 設計業務
村道杉ケ沢⽩沢線測量設計業務 H25年 ⻄目屋村 測量･設計業務
居森平農集排管路施設修正設計業務委託 H24年 ⻄目屋村 設計業務
⼤秋浄⽔場測量調査業務委託 H24年 ⻄目屋村 測量・調査業務
藤川・居森平農集排管路施設整備⼯事設計業務委託 H24年 ⻄目屋村 設計業務
（仮）⻄目屋村災害復旧測量業務 H24年 ⻄目屋村 測量業務
平成２４年度 農地災害復旧印刷業務 H24年 ⻄目屋村 印刷業務
（仮）⻄目屋村災害復旧設計業務 H24年 ⻄目屋村 設計業務
平成24年度農地災害復旧測量業務 H24年 ⻄目屋村 測量業務
村道居森平6号線測量設計業務委託 H23年 ⻄目屋村 測量設計
藤川・居森平農集排管路施設整備⼯事設計業務委託 H23年 ⻄目屋村 設計業務
⽥代地区上下⽔道設計業務委託 H22年 ⻄目屋村 測量･設計業務
村道畳平8号線建物等調査業務委託 H22年 ⻄目屋村 建物調査（補償）
村道⽩沢⼭内線測量設計業務委託 H22年 ⻄目屋村 測量･設計業務
村道畳平8号線地形測量業務委託 H22年 ⻄目屋村 測量業務
村道畳平8号線⽤地測量業務委託 H22年 ⻄目屋村 測量業務（補償）
村道居森平1号線進⼊路測量設計業務 H21年 ⻄目屋村 測量･設計業務
村道杉ヶ沢1号線測量設計業務委託 H21年 ⻄目屋村 測量･設計業務
村道畳平8号線測量設計業務委託 H21年 ⻄目屋村 測量･設計業務
海⾃（26）局舎新設測量調査 H27年 東北防衛局 測量･調査業務
三沢⾶⾏場周辺地区ほか1境界標建植業務 H27年 東北防衛局 測量･調査業務
⼤空（27）局舎新設測量調査 H27年 東北防衛局 測量･調査業務
⼤空(障⼦⼭)(23)⼟⽊その他⼯事監理業務 H25年 東北防衛局 ⼯事監理業務
陸上⾃衛隊秋⽥駐屯地秋⽥射撃場等施設測量業務 H25年 東北防衛局 測量業務
三沢外（25）庁舎新設等測量その他調査 H25年 東北防衛局 測量・調査業務
⼋⼾外（25）公共下⽔接続等⼟⽊設計 H25年 東北防衛局 設計業務
加茂（25）給⽔施設新設測量その他調査 H25年 東北防衛局 測量業務
陸上⾃衛隊薬師⼭無線中継所施設測量業務 H25年 東北防衛局 測量業務
三沢⽶軍（24）保安施設（0523）測量等調査 H24年 東北防衛局 測量・調査業務
陸上⾃衛隊神町駐屯地汚⽔管敷地施設測量業務 H24年 東北防衛局 測量業務
⼤空(障⼦⼭)(23)局舎新設等測量その他調査 H24年 東北防衛局 測量･調査業務
技本下北（23）構内道路等新設⼟⽊設計 H23年 東北防衛局 設計業務
多賀城（23）グラウンド改修等測量等調査 H23年 東北防衛局 測量･調査業務
仙台外（23）倉庫新設測量等調査 H23年 東北防衛局 測量･調査業務
弘前(23)⼟⽊その他⼯事監理業務 H23年 東北防衛局 ⼯事監理業務
三沢(23)⼟⽊その他⼯事監理業務 H23年 東北防衛局 ⼯事監理業務
⼤警(23)⼟⽊その他⼯事監理業務 H23年 東北防衛局 ⼯事監理業務
平成22年度三沢⾶⾏場周辺移転対象物件(⼟地)調査業務その1 H22年 東北防衛局 測量･調査業務
平成22年度三沢⾶⾏場周辺移転対象物件(⼟地)調査業務その2 H22年 東北防衛局 測量･調査業務
陸⾃⼋⼾(22)⼟⽊その他⼯事監理業務 H22年 東北防衛局 ⼯事監理業務
陸⾃⼋⼾（19）⼟⽊現場技術業務 H20年 東北防衛局 ⼯事監理業務
三沢（19）庁舎新設整備⼟⽊基本検討 H19年 東北防衛局 設計業務
⼤空(障⼦⼭)（19）局舎地区敷地造成等⼟⽊設計 H19年 東北防衛局 設計業務
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⻘森地家裁⼗和⽥⽀部庁舎敷地調査業務 H23年 最⾼裁判所 地質調査業務
⻘森県埋蔵⽂化材調査センター-⼤川添(1)遺跡測量業務委託 H22年 ⻘森県 測量業務
県埋蔵⽂化財調査センター-倉越(2)遺跡調査-基準点・⽔準測量 H19年 ⻘森県 測量業務
北海道新幹線、28ｋ9.29ｋ1間排⽔路設計他 H27年 鉄道運輸機構 設計業務・他
北海道新幹線0k6,28k9間線路諸標設計図作成 H26年 鉄道運輸機構 施⼯管理業務
北海道新幹線、基準点点検測量 H23年 鉄道運輸機構 測量業務
北海道新幹線、蓬⽥・外ヶ浜間基準点点検測量 H23年 鉄道運輸機構 測量業務
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